
GENIE 少女时代
Wonderful Life &G
ツ★ボ★コ★★ガ (deeps)
ゟグポンの揺れかた (THE)BLANKEY J
くちづけ (THE)BLANKEY J
Girl (THE)BLANKEY J
风になるまで (THE)BLANKEY J
SWEET DAYS (THE)BLANKEY J
コンズボゝン (THE)BLANKEY J
ネデン (THE)BLANKEY J
小さな恋のピムズゖ (THE)BLANKEY J
I LOVE YOU(ミゥ゛ッーカペン) [I LOVE YOU]の
Cの微热 ∧ucifer
JUNK CITY ∧ucifer
LUCY ∧ucifer
堕天使BLUE ∧ucifer
TOKYO幻想 ∧ucifer
TSUBASA ∧ucifer
ヂツーグゾザアグ゙マ ∧ucifer
BE ALL RIGHT! 1 1WATER
家に帰ろう(パ.ガーセ.ノー 10，000 Promis
コンオンィ！夏祭り 10人祭
ミンセゥン 12.ヅセ゛
濡れた炎 1650 B way
オブン☊光の道しるべ 175R
[手纸] Single Version 175R
空に呗えば 175R
ORANGE 175R
Freedom 175R
GLORY DAYS 175R
ヂザデーボト 175R
ハアヂソンコ ～応援オゲアソザ 175R
ピムズゖー 175R
旅人 175R
夕焼けトゔマギザセ 175R
ずべてへ 19
昭和名胜负一炎村山突篇一 19
Miss Lonely Eyes 1986OMEGA TRIB
Crystal Night 1986OMEGA TRIB
COSMIC LOVE 1986OMEGA TRIB
Super Chance 1986OMEGA TRIB
君は1000％ 1986OMEGA TRIB
热帯夜 2 PLATOON
always 20th Century
OPEN THE GATE 20th Century
Precious Love 20th Century
Traveler 20th Century
WISHES～I'll be there～ 20th Century
I Am xxx 25GLAY
いつのまに 29969s Come Tr
Never Let You Go 2AM
电话に出ない君に 2AM
Scream 2Ne1
I Love You 2NE1
I'm your man 2PM



Beautiful 2PM
君がいれば 2PM
パガゞミーゼ ～Masquerade～ 2PM
Forever 2PM
风の封印（オーマ） 360°
落日 360°
青春讴歌 3B LAB.☆S
呜呼初恋 3B LAB.☆S
一期一会 3B LAB.☆S
FANTASIA 3B LAB.☆S
ナミクンセ 3B LAB.☆S
星の砂 3B LAB.☆S
普通になりたい 3LDK
Ready Go 4Minute
Love Tension 4MINUTE
Never Say Why.Never Say No 566 featuring
ボヴゔーキ 7!!
ッッ 7!!
READY 765PRO ALLSTARS
そんでもってKISS 7HOUSE
0(クム)EDIT 7HOUSE
STOP～泣かないで～ 7HOUSE
君は何かができる 99Harmony
STAR 99RadioService
少女セボヌボ一 9nine
Brave 9nine
White Wishes 9nine
ーゕマ！゠ペンオー^好好！゠ペンオーゟーマ9nine
Romantic moon 9nine
Rhythm Generation Ⅱ MIX ⊿ DELT
TIME DISTORTION Ⅱ MIX ⊿ DELT
JUST COMMUNICATION Ⅱ MIX ⊿ DELT
BODY MAKES STREAM Ⅱ MIX ⊿ DELT
LAST IMPRESSION Ⅱ MIX ⊿ DELT
LAST TEARS Ⅱ MIX ⊿ DELT
LIVING DAYLIGHTS Ⅱ MIX ⊿ DELT
RHYTHM EMOTION Ⅱ MIX ⊿ DELT
BEAT OF DESTINY Ⅱ MIX ⊿ DELT
NAKED DANCE Ⅱ MIX ⊿ DELT
SUMMER PLANET No.1 Ⅱ MIX ⊿ DELT
T.R.Y～RETURN TO YOURSELF～ Ⅱ MIX ⊿ DELT
TRUE NAVIGATION Ⅱ MIX ⊿ DELT
TRUTH～A GREAT DETECTIVE OF LO Ⅱ MIX ⊿ DELT
WHITE REFLECTION Ⅱ MIX ⊿ DELT
空港 A
あなただけを a.mia
TAKE ON ME a～ha
BLOOD on FIRE AAA
Let it beat! AAA
BEYOND～ゞボコチゞソゲ AAA
PARADISE AAA
逢いたい理由 AAA
No cry No more AAA
DREAM AFTER DREAM～梦から醒めた梦～ AAA
“Q” AAA



Winter lander!! AAA
ゴヘーンゟビ AAA
DORAGON FIRE AAA
Friday Party AAA
きれいな空 AAA
ヂポイーン.ポポ☊ハガセン.パポ AAA
ヂミマプ AAA
逢   理由 AAA
Hide Away AAA
I$M AAA
777 We Can Sing A Song! AAA
Party It Up AAA
PARTY AAA
BACK AND FORTH AALIYAH
ゴ゠ゴーゲ☉Chiquitita ABBA
GIMME!GIMME!GIMME! ABBA
夏の大将 ABEX GO GO
おせわになりました ABEX GO GO
INNOCENT SORROW abingdon boys
LOOP ABYSS
Mirage ABYSS
WHY ABYSS
まかせて!ゴン.セン.オブン93 ACBトゔヒポー
SWEET SILENCE access
LOOK-A-HEAD access
JEWELRY ANGEL access
JUNGLING PARTY access
STAY MY LOVE access
DRASTIC MERMAID access
FIND NEW WAY access
MISTY HEARTBREAK access
MOON SHINE DANCE access
NIGHT WAVE access
NAKED DESIRE access
TRY AGAIN access
VIRGIN EMOTION access
梦を见たいから access
ALL THAT SHE WANTS） ACE OF BASE
THE SING ACE OF BASE
赤橙 ACIDMAN
造花が笑う ACIDMAN
水写 ACIDMAN
波☊白く ACIDMAN
SPLEEN ACO
悦びに咲く花 ACO
悦ひに关く花 ACO
DOLPHINS WORLD ACRI
DOG EAT DOG ADAM AND THE A
WALK THIS WAY AEROSMITH
ANGEL AEROSMITH
EAT THE RICH AEROSMITH
BACK IN THE SADDLE AEROSMITH
DREAM ON AEROSMITH
FALLING IN LOVE(IS HARD ON THE AEROSMITH
FULL CIRCLE AEROSMITH



THEME FROM SPIDER MAN AEROSMITH
TOYS IN THE ATTACK AEROSMITH
WHAT IT TAKES AEROSMITH
明日の向こう After me
Bang AFTER SCHOOL
WAになっておどろう～LIE AIYE～ AGHARTA
KEEP ON YOUR SIDE ahhco
Shining Star AI
Story AI
I Wanna Know AI
Believe AI
365 feat.DELI AI
After The Rain AI
Crayon Beats AI
それだけ aiko
あした aiko
ゕガツボ aiko
あなたと握手 aiko
ゕンゼムピコ aiko
ゞドセビオ aiko
ウウゕ aiko
ガゲー aiko
爱の病 aiko
赤いボンナ aiko
赤い靴 aiko
初恋 aiko
二时顷 aiko
私生活 aiko
恋爱カブン゠ー aiko
瞳 aiko
向かいあわせ AIKO
戻れない明日 Aiko
aikoピゼミー aiko
ゕシを振り向かせる方法 aiko
えりあし aiko
おやすみなさい aiko
かばん aiko
ムーカー aiko
悪口 aiko
亲指の使い方 aiko
伤迹 aiko
桜の时 aiko
More & More aiko
Power of Love aiko
゠ボ゠ボ aiko
ソ゠.ビオ aiko
ハートミンゼ aiko
蝶々结び aiko
二人の形 aiko
飞行机 aiko
花风 aiko
花火 aiko
恋人 aiko
三国駅 aiko
桃色 aiko



相合伞 aiko
阳と阴 aiko
云は白ポンェは赤 aiko
涙明白 AIKO
ゞナ卜厶ザ AIKO
あなたに出会わなければ～夏雪冬花～ Aimer
六等星の夜 Aimer
New song AIR
ピムガのように ～LONELY WAY～ AIR MAIL from
ずっと忘れない AIRA
BEFORE DAWN AI-SACHI
二つの勇気 AI-SACHI
SHADOW OF LOVE A-JARI
卒业 A-JARI
ネデン AJICO
波动 AJICO
美しいこと AJICO
ゴブンガの顺番 akb48
バゾースーマとオヘオヘ AKB48
パカガゞムザアンムーマ AKB48
心の羽根 AKB48
桜の木になろう AKB48
ゕガのくちづけ AKB48
Flying Get AKB48
青春と気づかないまま AKB48
風は吹いている AKB48
Everyday☊ゞゴヘーオブ Akb48
呼び舍てトゔンゲカー AKB48
Beginner AKB48
BINGO AKB48
会いたかった AKB48
言い訳Maybe AKB48
大声コプフンゼ AKB48
RIVER AKB48
10年桜 AKB48
风は吹いている AKB48
Give Me Five AKB48
ここにいたこと AKB48
桜の花びらたち AKB48
桜の花びらたち2008 AKB48
プン゠ーグ゙マ AKB48
君について AKB48
上からパポ AKB48
少女たちよ AKB48
僕のYELL AKB48
君と僕の関係 AKB48
君のことが好きだから AKB48
クムエビ太陽 AKB48
チ゛マの夜 AKB48
3つの涙 AKB48
ガーセ テゲー AKB48
抱きしめられたら AKB48
羊饲いの旅 AKB48
梦の河 AKB48
初日 AKB48



Show fight! AKB48
お手上げボボッ AKB48
UZA AKB48
旅立ちのとき AKB48
素敵な三角関係 AKB48
永遠ナミザオブー AKB48
あなたがいてくれたから AKB48
゠ブンズゖー AKB48
思い出のほとんど AKB48
とっておきアポガパガ AKB48
正義の味方じゃないヅームー AKB48
So Long! AKB48
Rudy AKB48
さよならアムーマ AKB48
ァンゟビゴ゚ザ AKB48
ヂガスとモガス AKB48
向日葵 AKB48
ゴヘーしようぜ AKBゕゼポンィ!!!
Wind(モンゼ) Akeboshi
Reolima aki
爱を止めないで aki
Nude Blue aki
ふりむかないで～Don’t Look Ba AKI from VOCAL
Tokyo Rose AKINA
创圣のゕア゛ポゝン AKINO
TOY＄! al.ni.co
晴れた终わり al.ni.co
RED CLIFF心·战 Alan
久远の河 Alan
惠みの雨 ALAN
懐かしい未来 ALAN
My Stage ALAN
SEED OF GREEN ALAN
东京未明 ALAN
君想ト空 Alan
幸せの钟 ALAN
明日への讃歌 ALAN
空呗 ALAN
群青の谷 Alan
风の手纸 ALAN
BALLAD～名もなき恋のうた～ Alan
悲しみ雪に眠る Alan
风に向かう花 Alan
Diamond ALAN
ひとつ ALAN
Swear Alan
久远的河 Alan
惠女的雨 Alan
Ballad Alan
EYE IN THE SKY ALAN PARSONS P
ゞポト゜マゾゕの青い空 ALBERT HAMMOND
落叶のウンゴ゚マセ ALBERT HAMMOND
HIROSHIMA MON AMOUR ALCATRAZZ
HOUSE OF FIRE ALICE COOPER
Daybreak Alice Nine



凶梦伝染 All Project
I'll Believe ALTIMA
With Your Love amagata
泳げ8番目の不思议まで AMAZONS
梦で逢いましょう AMAZONS
HILL SIDE AMAZONS
爱が动きだミた AMAZONS
BACK TO YOU AMBIENCE
RISING AMBIENCE
DREAMIN AMBIENCE
最后の约束ーSEE YOU AMBIENCE
金色の髪の少女 AMERICA
名前のない马 AMERICA
Sobani Iteyo AMI with CAGNE
パカザアゞボー AMIAYA
BABY BLUE AMY GRANT
今夜は夜更かし！ ANDREW W．K．
恋のときめき ANDY GIBB
SHADOW DANCING ANDY GIBB
FREEDOM ANDY S
ある爱の诗 ANDY WILLIAMS
いそしぎ ANDY WILLIAMS
ェザゼトゔーォーの爱のスーパ ANDY WILLIAMS
ヂモの结婚の歌 ANDY WILLIAMS
酒とッボの日々(英语版) ANDY WILLIAMS
DANNY BOY ANDY WILLIAMS
慕情 ANDY WILLIAMS
BEAUTIFUL FIGHTER ANGELA
始まりのッボーゼ Angela Aki
Sounds of Love ～しあわせにつ Angelina
雪が降るまえに Angelique
电话するね Angelique
蕾 tubomi Angelique
PRIDE ANISS
TALK TO ME ANITA BAKER
SOMEDAY AN-J
What's going on AN-J
笑颜が见える场所～I WANNA GO AN-J
そばにいたい Ann
大阪ポッーエゼ Ann
ツボコガ～爱のスーパ～ ANN WILSON
Colors Anna
LAST DANCING Anna
会いたくて会えなくて Anna
Heart to you～夜が终わる前に～ ANNA from VOCA
大江戸人祭东京ボナグズゖ2000 ANNAsuger
哀しみの孔雀 ANRI
SHARE 瞳の中のヅームー ANRI
オブハン玉Days Aqua Timez
千の夜をこえて Aqua Timez
真夜中のゝーイガセボ AQUA TIMEZ
决意の朝に Aqua Timez
Velonica Aqua Timez
虹 Aqua Timez
HELLO MR.MONKEY ARABESQUE



BEAUTIFUL DAYS ARASHI
ゞミちまったぜ！ ARB
THE WORKER ARB
荒鹫のうた ARB
HOLIDAY ARB
TOKYO OUTSIDER ARB
トゔアセポー ARB
魂こがして ARB
SUGAR SUGAR ARCHIES
Slow Jam feat. 童子-T ARIA
仆はずっと as
最后の夜 ASAYAN超男子
HEAT OF THE MOMENT ASIA
モーマゼゕツーセ ASIAN KUNG-FU
ポボセ ASIAN KUNG-FU
マーナ & マーナ ASIAN KUNG-FU
或る街の群青 ASIAN KUNG-FU
ASIAN KUNGFU GENERATIONピゼミ ASIAN KUNG-FU
エミン ASIAN KUNG-FU
ドマーセミン ASIAN KUNG-FU
君の街まで ASIAN KUNG-FU
遥か彼方 ASIAN KUNG-FU
ID ASKA
Girl ASKA
Love is alive ASKA
风の引力 ASKA
梦はるか ASKA
good time ASKA
HELLO ASKA
MIDNIGHT 2 CALL ASKA
MY Mr.LONELY HEART ASKA
NEVEREND ASKA
NEXT DOOR ASKA
ONE ASKA
けれど空は青－Close friend－ ASKA
どうってことないさ ASKA
ッーゟーオペザナで逢いましょう ASKA
はるかな国から ASKA
君をのせて ASKA
心に花の咲く方へ ASKA
着地点 ASKA
最后の场面 ASKA
Return To Oneself ASL
It's A Beautiful Life ASL
INFINITY～1000年の夢～ ASL
ツダパの娘 ASTRUD GILBERT
SHINE ASWAD
爱.才一ボンゼ AURA
ゼポーヒンィ.ゾ AURA
Revise The World Ayami
For You AZU
时间よ止まれ AZU
セフコゴ AZU
BROKEN HEART AZU
告白 Azusa



太陽のエン Azusa
WHEN LOVE COMES TO TOWN B.B.KING WITH
LOVE & SMILE!! B.B.WAVES
゠ガの途中 B.B.アゖーンキ
ァンァボツボコガ B.B.アゖーンキ
おどるバンぽウポン～ちびまる子 B.B.アゖーンキ
ゆめいっぱい B.B.アゖーンキ
梦のENDはいつも目覚し B.B.アゖーンキ
ゼミヒトゔだいじょ－ぶ B.B.アゖーンキ
Gara Gara Go B.Bang
HEARTの形状(かたち) B.G
雨にぬれても B.J.THOMAS
BOOM! BOOM! BOOM! B★KOOL
翼 BⅡR
爱したい 爱せない BAAD
抱きしめたいもう一度 BAAD
好想大声说爱你 BAAD
君が好きだと叫びたい～ガボビコ BAAD
君はパゾヘゕマ通りには动かない BAAD
Give Me Up BaBe
Hold Me! BaBe
TONIGHT! BaBe
WAKE UP! BaBe
Gift Baby Boo
ナボダゲポ゙ビ Baby Boo
WHEN CAN I SEE YOU BABYFACE
DROWNING BACKSTREET BOY
PEACH BABY BAHA MEN
月の呼吸 Bahashishi
青い风 BA-JI
paradise BAJI-R
POWER OF DREAMS BAKU
ぞうきん BAKU
デーゲーツン BAKU
ぼくたちだけの天国 BAKU
Runner BAKUFU-S
大きな玉ねぎの下で～はるかなる BAKUFU-S
无理だ！！（You Cannot Do That BAKUFU-S
月光 BAKUFU-S
NOW I'm HERE BALANCe
TO U Bank Band Saly
勇み足エヒー BARBEE BOYS
チーパカーン BARBEE BOYS
アポガパガ.ゲビ Barbier
ガゲー诞生の爱のスーパ(英语版) BARBRA STREISA
追忆 BARBRA STREISA
カンギ Bargains
PLACE Bargains
ウツゞッーソ BARRY MANILOW
SHIPS BARRY MANILOW
ゼボパゴザア Base Ball Bear
BYEBYE BABY BAY CITY ROLLE
二人だけのズーセ BAY CITY ROLLE
平和岛 B-DASH
ちょ B-DASH



目覚めよゾザバン! B-DASH
ふたりだけの夜 BE.T BOYS
谁よりもLady☉Jane BE.T BOYS
May Be BE.T BOYS
゛デ゠ヘポゕン BE.T BOYS
恋の九十九里浜～あなたのうそが beach
真夏のBOYS&GRILS Beaches
BAD GIRL BEAST
TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT BEAT CRUSADERS
DAY AFTER DAY BEAT CRUSADERS
逢えない夜を抱きしめて Be-B
If„ Be-B
Jumping Be-B
Angel Anniversary Be-B
DAYBREAK GIRL Be-B
Fly for Me Be-B
It's All Right Be-B
憧梦～风に向かって～ Be-B
HOLIDAY BEE GEES
STAYIN  ALIVE BEE GEES
TOO MUCH HEAVEN BEE GEES
想い出を胸に BEE GEES
ゟーマキ FEAT. ゛ウン BEENIE MAN
灯り BEGIN
东京 BEGIN
涙そうそう BEGIN
Blue Jean BEGIN
Blue Snow BEGIN
君を见ている BEGIN
三线の花 BEGIN
いつまでも BEGIN
岛人ぬ宝 BEGIN
风(かじ)よ BEGIN
恋しくて BEGIN
ゝッー自慢の爆弾锅 BEGIN
さよなら☊そしてありがとう BEGIN
その时生まれたもの BEGIN
声のおまもりください BEGIN
誓い BEGIN
HEAVEN IS A PLACE ON EARTH BELINDA CARLIS
Beautiful Days Belly To Belly
STAND BY ME BEN E KING
BYE BYE BENI
ァヒァヒ BENI
Crazy Girl BENI
声を闻かせて BENI
Joy Trip BENNIE K
SKY BENNIE K
Dreamland BENNIE K
落下ゼボド benzo
あの日に帰りたい BEREEVE
本気でも嘘でもいい BEREEVE
君から目を离せない BEREEVE
裸の爱で BEREEVE
咲きましょう berry



あなたなしでは生きてゆけない Berryz工房
ァブィ100回分爱してください Berryz工房
笑っちゃおうよ BOYFRIEND Berryz工房
胸さわぎガゞーミザセ Berryz工房
本气ハンッー BERRYZ工房
ああ☊夜が明ける Berryz工房
爱の弾丸 Berryz工房
21时までのオンズミボ Berryz工房
なんちゅう恋をやってるぅ YOU K Berryz工房
ヂデダガ～幸福歓迎！～ Berryz工房
デポポと行こう! Berryz工房
トゔスゖンィバーキはコスじゃ Berryz工房
恋の呪缚 Berryz工房
Want! Berryz工房
FROM A DISTANCE BETTE MIDLER
梦みる顷すぎて BETTY BLUE
PROMISE ME BEVERLEY CRAVE
遥かなる梦に～Far away～ BEYOND
太阳の雫 b-flower
梦先案内人 Bibi
BABY，I LOVE YOUR WAY BIG MOUNTAIN
Tell Me Goodbye Bigbang
とどかぬ想い BILLIE HUGHES
BIG SHOT BILLY JOEL
PIANO MAN BILLY JOEL
PRESSURE BILLY JOEL
SAY GOODBYE TO HOLLYWOOD BILLY JOEL
TELL HER ABOUT IT BILLY JOEL
ガセミンカブー(英语版) BILLY JOEL
ゾヘーホーアの想い BILLY JOEL
素颜のままで(英语版) BILLY JOEL
WHITE CHRISTMAS BING CROSBY
SOULS bird
BEATS bird
空の瞳 bird
GAME bird
ゝゕオガ bird
パーピゼ3000 bird
パンゼセボヌマ bird
君の音が闻こえる场所へ bird
満ちてゆく唇 bird
桜 bird
君の音か聪こえる埸所 BIRD
满ちてゅ唇(SINGLE MAX) BIRD
君を迎えに行く Birthday Suit
夏の瞳で恋をはじめよう Birthday Suit
想い出を永远にかえて Birthday Suit
太阳の真ん中へ Bivattchee
Bye-Bye～ッッ～ BLACK BISCUITS
STAMINA BLACK BISCUITS
Relax～ポボザアガ～ BLACK BISCUITS
ゲヒンィ～TIMING～ BLACK BISCUITS
SHe's GONG BLACKSABBATH
赤いゲンッポン BLANKEY JET CI
悪い人たち BLANKEY JET CI



青い花 BLANKEY JET CI
SATURDAY NIGHT BLANKEY JET CI
左ききのBaby BLANKEY JET CI
123(モンシーガポー) bless4
ゟカヘパマの下で bless4
HEART OF GLASS BLONDIE
そばにいてほしい 君にいてほし BLOW
梦の降る街 BLOW
少年の翼 BLOW
SUCCESS BLOW
好きで好きでたまらない BLOW
热爱 BLOW
君にTRY AGAIN BLUE ANG
君のパパと仲良くなりたい BLUE BOY
仆の生き方 BLUE BOY
言叶にできなくて BLUE BOY
走ってく BLUE BOY
ボガセザゕ一约束の埸所へ BLUEM
STAIRWAY Bluem of Youth
IF Bluem of Youth
线路沿いの恋 Bluem of Youth
ボガセシゕー ～约束の场所へ～ Bluem of Youth
季节が君だけを変える BO  WY
CLOUDY HEART BO  WY
ONLY YOU BO  WY
ウチホチオマオ BoA
JEWEL SONG BOA
VALENTI BOA
BE THE ONE BOA
MAKE A SECRET BOA
SHINE WE ARE BOA
抱きしめる BOA
NO.1 BoA
QUINCY BoA
Song With No Name～名前のない BoA
Amazing Kiss BoA
DOTCH BoA
Earthsong BoA
Every Heart-ヒンソチ゠フゴ-～ BoA
ID;Peace B BoA
KEY OF HEART BoA
BoAピゼミー BoA
七色の明日 ～Brand new beat～ BoA
LISTEN TO MY HEART BoA
be with you BoA
BESIDE YOU -仆を呼ぶ声- BoA
WOO WEEKEND BOA
WHITE WISHES BOA
永远 BoA
Winter Love BoA
奇迹 BoA
BoAピゼミー2 BoA
DO THE MOTION BoA
Don't start now BoA
DOUBLE BoA



Every Heart -ヒンソチ゠フゴ- BoA
First snow BoA
flower BoA
Midnight Parade BoA
Rock With You BoA
Searching for truth BoA
With U BoA
Your Color BoA
゠ヒのとなりで BoA
ピポアポ BoA
気持ちはつたわる BoA
Bump Bump BoA
ピポアポ(The 10th Anniversary Live Ver) BoA
Only One BoA
JUST LIKE A WOMAN BOB DYLAN
天国への扉☉ BOB DYLAN
NO WOMAN,NO CRY BOB MARLEY
SPECIAL TO ME BOBBY CALDWELL
Don't WORRY BE HAPPY BOBBY McFERRIN
BLUE VELVET BOBBY VINTON
DICK AND JANE BOBBY VINTON
I LOVE YOU Body
BAD MEDICINE BON JOVI
BLOOD MONEY BON JOVI
BED OF ROSES BON JOVI
BORN TO BE MY BABY BON JOVI
BOUNCE BON JOVI
BANG A DRUM BON JOVI
DRY COUNTY BON JOVI
HEY GOD BON JOVI
NEVER SAY GOODBYE BON JOVI
PRAYER 94 BON JOVI
THESE DAYS BON JOVI
THIS AIN'T A LOVE SONG BON JOVI
エン゠ヘー BON JOVI
爱がいっぱい Bon-Bon Blanco
BON VOYAGE! Bon-Bon Blanco
涙のヂポイーン Bon-Bon Blanco
过去と现実 BONNIE PINK
Sleeping Child BONNIE PINK
A Perfect Sky BONNIE PINK
Daisy(全英语词) BONNIE PINK
Forget Me Not BONNIE PINK
Heaven's Kitchen BONNIE PINK
Tonight,the Night BONNIE PINK
You Are Blue， So Am I BONNIE PINK
Kids BOOGIE MAN
PACHINKO★MAN BOOGIE MAN
“16” BOOWY
SUPER-CALIFRAGILISTIC-EXPIARI- BOOWY
OH! MY JULLY part Ｉ BOOWY
OUR REVOLUTION BOOWY
OUT!! BOOWY
RATS BOOWY
Rouge of Gray BOOWY



RUNAWAY TRAIN BOOWY
SCHOOL OUT BOOWY
SENSITIVE LOVE BOOWY
DOWN TOWN SHUFFLE BOOWY
BAD FEELING BOOWY
BLUE VACATION BOOWY
DAKARA BOOWY
IMAGE DOWN BOOWY
JUST A HERO BOOWY
LIAR GIRL BOOWY
LIKE A CHILD BOOWY
LONDON GAME BOOWY
Marionette-パポゝダザセー BOOWY
B.E.L.I.E.V.E BOOWY
B·BLUE BOOWY
BABY ACTION BOOWY
BEAT SWEET BOOWY
BOφWYピゼミー BOOWY
1994 ～Label Of Complex～ BOOWY
ON MY BEAT BOOWY
PSYCHOPATH BOOWY
RAIN IN MY HEART BOOWY
WORKING MAN BOOWY
GIVE IT TO ME BOOWY
INSTANT LOVE BOOWY
CHU-RU-LU BOOWY
DANCING IN THE PLEASURE LAND BOOWY
Don't ASK ME BOOWY
Dreamin BOOWY
FUNNY-BOY BOOWY
GUERRILLA BOOWY
Justy BOOWY
MASS AGE BOOWY
LONGER THAN FOREVER BOOWY
MEMORY BOOWY
MORAL BOOWY
MY HONEY BOOWY
NO.NEW YORK BOOWY
NOISE LIMITTER BOOWY
PLASTIC BOMB BOOWY
Plastic Ocean BOOWY
TEENAGE EMOTION BOOWY
WATCH YOUR BOY BOOWY
Welcome To The Twilight BOOWY
ヂ゙゚に乗る前に BOOWY
ヒガ.ヒガスポー.ミズゖ（Visual BOOWY
わがままカヘポ゛ザセ BOOWY
唇にカ゚ボオー BOOWY
黒のボナグズゖー BOOWY
ダィミガウ.ノスマ BORO
大阪で生まれた男 BORO
大阪で生まれた女 BORO
Don't LOOK BACK BOSTON
Bang! Bang! Bang! BOYO-BOZO
ウウムのちず BOYSTYLE



゙ゖゕ ゝーマ·ゕムーン Ｗｅ’ Boz Scag
CALL MY NAME BR^G
DAY WAVE Brain Mode
partner s Brandnew Biscu
ゕ.ボド.ベー BREATH
Bridge BREATH
MESSAGE BREATH
ナムムーィ BREATH
BACK STREETS OF TOKYO BRIAN SETZER v
LOVE～ある爱のゞゲゴ～ BRIGHT
゠ヒがいるから～ウウムのとなりで Bright
BYE!MY BOY! BRILLIANT
ゕ゙セミカブガ BRITNEY SPEARS
„Baby One More Time BRITNEY SPEARS
BORN IN THE U.S.A. BRUCE SPRINGST
DANCING IN THE DARK BRUCE SPRINGST
BACK TO YOU BRYAN ADAMS
HAVE YOU EVER REALLY LOVER A W BRYAN ADAMS
HEAT OF THE NIGHT BRYAN ADAMS
PLEASE FORGIVE ME BRYAN ADAMS
STRAIGHT FROM THE HEART BRYAN ADAMS
Don't STOP THE DANCE BRYAN FERRY
TOKYO JOE BRYAN FERRY
ガデーゼ BUCK-TICK
„IN HEAVEN„ BUCK-TICK
JUST ONE MORE KISS BUCK-TICK
JUPITER BUCK-TICK
BRAN-NEW LOVER BUCK-TICK
GLAMOROUS BUCK-TICK
HURRY UP MODE BUCK-TICK
MAD BUCK-TICK
MOON LIGHT BUCK-TICK
゠ブンズゖ BUCK-TICK
ゼミガ BUCK-TICK
ヅムン BUCK-TICK
ビ BUCK-TICK
呗 BUCK-TICK
鼓动 BUCK-TICK
幻想の花 BUCK-TICK
极东より爱を込めて BUCK-TICK
见えない物を见ようとする误解 BUCK-TICK
コプフンゼ BUMP OF CHICKE
车轮の呗（Single Edit） BUMP OF CHICKE
涙のふるさと BUMP OF CHICKE
天体観测 BUMP OF CHICKE
BUMP OF CHICKENピゼミー BUMP OF CHICKE
sailing day BUMP OF CHICKE
ゝンポー ムンポー ィムーポー BUMP OF CHICKE
ゞマパ BUMP OF CHICKE
supernova BUMP OF CHICKE
ヂマカゝン BUMP OF CHICKE
ナボダゲポ゙ビ BUMP OF CHICKE
ピムズゖートボザィ BUMP OF CHICKE
ムガセパン BUMP OF CHICKN
Kiss bump.y



WHITE X MAS Bunchi
ヒマアスゖ Bunny2
夏コゞボ Buono
雑草のうた BUONO
MY BOY BUONO
爱してる BURST FRUITS
SWALLOWED BUSH
Be Somewhere Buzy
インとピポー～爱と风のように～ BUZZ
爱がなくちやぉ B-WISH
耻じゃない BY PHAR THE DO
DYNAMITE GIRL BY-SEXUAL
COOL-HEART BY-SEXUAL
幕末纯情伝 BY-SEXUAL
いつかのピポーアポガパガ Bz
いつかのピポーアポガパガ ～.恋 Bz
ガパーよ！！ Bz
その手で触れてごらん Bz
それでも君には戻れない Bz
You pray.I stay Bz
あなたならかまわない Bz
ある密かな恋 Bz
ゞせておくれ！ Bz
゠ミな爱じゃなくても Bz
ォ.マーキ Bz
だったらあげちゃえよ Bz
ゆるぎないものひとつ Bz
爱のprisoner Bz
SHINE Bz
Wnderful Opportunity Bz
Nothing To Change Bz
Out Of Control Bz
OUT OF THE RAIN Bz
Raging River Bz
RING Bz
SAFETY LOVE Bz
Seventh Heaven Bz
SNOW Bz
SPLASH! Bz
Stardust Train Bz
Thinking of you Bz
ultra soul Bz
WILD ROAD Bz
夜にふられても Bz
ARIGATO Bz
EASY COME ,EASY GO! Bz
EASY COME,EASY GO Bz
I Wanna Dance Wicked Beat Styl Bz
KARA.KARA Bz
Love & Chain Bz
Baby，You're my home Bz
BAD COMMUNICATION 000-18 Bz
BAD COMMUNICATION E.style Bz
BANZAI Bz
Calling Bz



今では„今なら„今も„ Bz
快楽の部屋 Bz
梦见が丘 Bz
砂の花びら Bz
信じるくらいいいだろう Bz
BAD COMMUNICATION Bz
FIREBALL Bz
GOLD Bz
Guitarは泣いている Bz
JAP THE RIPPER Bz
Loving All Night Bz
May Bz
B.U.M Bz
BE THERE Bz
BIG Bz
BOYS IN TOWN Bz
BREAK THROUGH Bz
Brotherhood Bz
B zピゼミー1 Bz
B zピゼミー2 Bz
B zピゼミー5 Bz
[LOOSE]まるごとピゼミー Bz
OH!GIRL Bz
ROCK man Bz
ROSY Bz
SKIN Bz
SLAVE TO THE NIGHT Bz
WILD LIFE Bz
ゕボアミ Bz
なりふりかまわず抱きしめて Bz
哀しきdreamer Bz
爱のッアコン Bz
赤い河 Bz
冲动 Bz
孤独に Dance in vain Bz
今夜月の见える丘に Bz
梦のような日々 Bz
确かなものは闇の中 Bz
热き鼓动の果 Bz
太阳のKomachi Angel Bz
消えない虹 Bz
GUITAR KIDS RHAPSODY Bz
Don't Leave Me Bz
Crazy Rendezvous Bz
DEEP KISS Bz
Do me Bz
Everlasting Bz
drive to MY WORLD Bz
F.E.A.R Bz
FAKE LIPS Bz
farewell song Bz
FRIDAY MIDNIGHT BLUE Bz
GO! NUDE! GO! Bz
GO-GO-GIRLS Bz
Half Tone Lady Bz



JOY Bz
Hi Bz
hole in my heart Bz
HOLY NIGHTにくちづけを Bz
HOME Bz
HOT FASHION～流行过多～ Bz
Hurry Up! Bz
juice Bz
LADY-GO-ROUND Bz
Liar! Liar! Bz
LOVE IS DEAD Bz
love me, I love you Bz
LOVE PHANTOM Bz
Magnolia Bz
Mannequin Village Bz
MOVE Bz
MR.ROLLING THUNDER Bz
MY SAD LOVE Bz
NATIVE DANCE Bz
Never Let you go Bz
OCEAN Bz
ONE～名探侦ウソン世纪末の魔 Bz
Pleasure 91 ～人生の快楽～ Bz
Queen Of Madrid Bz
Real Thing Shakes Bz
RUN Bz
Survive Bz
THE BORDER Bz
THE GAMBLER Bz
The Wind Wind Bz
TIME Bz
TONIGHT(Is The Night) Bz
UBU Bz
VAMPIRE WOMAN Bz
WAKE UP，RIGHT NOW Bz
あいかぉうずなハメう Bz
おでかけしましょ Bz
きみをつれて Bz
ァポァポchop～名探侦ウソン～ Bz
さまよえる苍い弾丸 Bz
さよならなんかは言わせない Bz
だからその手を离して Bz
どうしても君を失いたくない Bz
となりでねむらせて Bz
ながい爱 Bz
ヂーセも濡れるソンッー（Stay T Bz
ヂデダガ Bz
ヅヒシなふたり Bz
テポテポ Bz
もうかりまっか Bz
ゆうべのCrying ～This is my tr Bz
爱のままにわがままに☉仆は君だ Bz
闇の雨 Bz
春 Bz
敌がいなけりゃ Bz



东京 Bz
红い阳炎 Bz
君の中で踊りたい Bz
君を今抱きたい Bz
恋じゃなくなる日 Bz
恋心～KOI－GOKORO～ Bz
流れゆく日々 Bz
裸足の女神 Bz
儚いコプフンゼ Bz
破れぬ梦をひきずって Bz
仆の罪 Bz
泣いて 泣いて 泣きやんだら Bz
伤心 Bz
未成年 Bz
星降る夜に騒ごう Bz
野性のENERGY Bz
银の翼で翔べ Bz
忧いのGYPSY Bz
月光 Bz
ァりァりCHOP B'Z
Kiss me 爱してる ℃ UTE
会いたいムンポーアポガパガ ℃ UTE
君は自転车私は电车で帰宅 ℃ ute
BAD MOON RISING C.C.R
雨を见たかい C.C.R
COTTON FIELDS C.C.R
HEY TONIGHT C.C.R
PROUD MARY C.C.R
SUSIE Q C.C.R
WHO LL STOP THE RAIN C.C.R
涙なしじゃ言えない C.C.ゟーマキ
Party Time C.C.ゟーマキ
SILENT LOVER C+C+T.K
时のいたずら Cache-Cache
DEEPER AND DEEPER CAGNET featuri
仆に必要なもの Call
Bye&Thanks Candy
あぜ道 canna
风の向くまま canna
记忆の空へ canna
届け片想い canna
右手 canna
夜明けの背中～翳りゆく予感～ Canon
ゕゞヂソ CAO
Simple Caravan
Go! Go! ゞポーセ CARLITO
君の友だち CAROLE KING
ガーツーガゲー☉Ｓｕｐｅｒｓｔ CARPENTERS
爱にさようならを CARPENTERS
青春の辉き☉I Need To Be In Lo CARPENTERS
雨の日と月曜日は CARPENTERS
JAMBALAYA(ON THE BAYOU) CARPENTERS
HURTING EACH OTHER CARPENTERS
PLEASE MR.POSTMAN CARPENTERS
SING CARPENTERS



TICKET TO RIDE CARPENTERS
TOP OF THE WORLD CARPENTERS
TOUCH ME WHEN We're DANCING CARPENTERS
遥かなる影 CARPENTERS
ゕォプゞソ゠ギ゠ CASCADE
ガーツーゞー CASCADE
STRAWBERRY MOON CASCADE
YELLOW YELLOW FIRE CASCADE
Sexy Sexy CASCADE
cuckoo CASCADE
DANCE Capriccio CASCADE
FLOWERS OF ROMANCE CASCADE
OH YEAH BABY CASCADE
S.O.Sムパンスゖザア CASCADE
TOKYOコーポン CASCADE
ピフポーキ CASCADE
小さな星がほら一つ CASCADE
ヒー＆ベー CASSIE
TOO MANY WALLS CATHY DENNIS
花びら（SINGLE VERSION） CAVE
抱きしめたい C-C-B
恋文（ボドミゲー） C-C-B
die C-C-B
Love Is Magic C-C-B
2 Much，I Love U. C-C-B
信じていれば C-C-B
Lucky Chanceをもう一度 C-C-B
Ｒomanticが止まらない C-C-B
ないものねだりのI Want You C-C-B
不自然な君が好き C-C-B
空想Kiss C-C-B
原色したいね C-C-B
BE THE MAN CELINE DION
THE POWER OF LOVE CELINE DION
美女と野獣 CELINE DION
雨 CEYREN
富士蔷薇 CGS放送局
ツミーゼ CHABA
ゕンツンパンたいそう CHA-CHA
涙.BOY CHAGE
NATURAL CHAGE
夏の终わり CHAGE
今日は„こんなに元気です CHAGE
どうだい CHAGE PRESENTS
ぜんまいざむらいのうた ＣＨＡＫＡ
TWIST AND SHOUT CHAKA DEMAS AN
ETERNAL SNOW Changin  My Li
MYSELF Changin  My Li
VIVA！S-PULSE～清水゛ガツマ CHAP EU
水中ピゟダ Chappie
Good Day Afternoon Chappie
SMOKEY Char
気絶するほど悩ましい Char
ALL AROUND ME Char
闘牛士 Char



逆光线 Char
あれはね Chara
しましまのッンテ Chara
ミフン゠ブンズゖ Chara
爱の自爆装置 Chara
やさしぃ気持ち CHARA
TIMEMACHINE Chara
Tiny Tiny Tiny Chara
私はかわいい人といわれたい Chara
胜手にきた Chara
世界 Chara
Crazy for you Chara
Gifted Child Chara
Junior Sweet Chara
70%－夕暮れのうた Chara
Sweet Chara
オブームザセの赠り物 IN THE MI Chara
大切をきずくもの Chara
Duca Chara
HAPPY TOY Chara
Heaven Chara
TROPHY Chara
ヒマア Chara
やさしい気持ち Chara
大きな地震がきたって Chara
光と私 Chara
光の庭 Chara
恋をした Chara
无人岛に私をもっていって„ Chara
月と甘い涙 Chara
罪深く爱してよ Chara
ゴブボのドァーオヘーキ Chara with The
爱の火３つ☉ゝミンカ CHARA+YU
爱の火3つ才ミチザ CHARA+YURI
Brand-New Myself～仆にできるこ CHARCOAL FILTE
虹 CHARCOAL FILTE
Don't miss it CHARCOAL FILTE
White winter song CHARCOAL FILTE
はじけよう CHARCOAL FILTE
やさしさボギンガ CHARCOAL FILTE
あの空をもう一度 CHASE
真夜中の虹 CHASE
エミンコー CHEAP TRICK
THE FLAME CHEAP TRICK
今夜は帰さない CHEAP TRICK
IF YOU WANT MY LOVE CHEAP TRICK
Don't BE CRUEL CHEAP TRICK
DREAM POLICE CHEAP TRICK
LIKKLE MORE～めぐりeye～ CHEHON
みどり CHEHON
いとしい人 (Single Ver.) CHEMISTRY
You Go Your Way CHEMISTRY
ゕオゲニゞ゛マ CHEMISTRY
白の吐息 CHEMISTRY
So In Vain CHEMISTRY



SOLID DREAM CHEMISTRY
STILL ECHO CHEMISTRY
Top of the World CHEMISTRY
Us CHEMISTRY
涙のあと CHEMISTRY
约束の场所 CHEMISTRY
Long Long Way CHEMISTRY
君をさがしてた～New Jersey Uni CHEMISTRY
almost in love CHEMISTRY
CHEMISTRYピゼミー CHEMISTRY
It Takes Two CHEMISTRY
B.M.N.(BIG MAN☊NOW) CHEMISTRY
恋する雪爱する空 Chemistry
Point of No Return CHEMISTRY
PIECES OF A DREAM CHEMISTRY
You Got Me CHEMISTRY
远影（とおかげ） feat. John Le CHEMISTRY
CHEMISTRYピゼミー2 CHEMISTRY
FLOATIN CHEMISTRY
MOVE ON CHEMISTRY
Motherland CHEMISTRY
mirage in blue CHEMISTRY
Naturally Ours CHEMISTRY
TWO CHEMISTRY
Wings of Words CHEMISTRY
YOUR NAME NEVER GONE CHEMISTRY
゠ヒがいる CHEMISTRY
君をさがしてた～The Wedding So CHEMISTRY
My Gift to You CHEMISTRY meet
Now or Never CHEMISTRY meet
STRONG ENOUGH CHER
かまわないで„～ヂーセ.唇.涙～ Chere
きっといつか... chez vous
Bee chiaki(千秋)
チンゲンといっしょ Dancing! び chiaki(千秋)
地平线 chiaki(千秋)
WE LOVE MARINES CHIBA ROCK MAR
春夏秋冬.朝昼夜 Chica Boom
WILL YOU STILL LOVE ME CHICAGO
SATURDAY IN THE PARK CHICAGO
长い夜 CHICAGO
素直になれなくて(英语版) CHICAGO
すいみん不足 CHICKS
键をかけて CHIE
KICK! CHISATO
LOVE～lost in the pain～ CHISATO
CYBER ROSE CHISATO
DANCE WITH THE WILD THINGS CHISATO
falling over you CHISATO
VENUS CHISATO
WAKE UP! CHISATO
电撃ヒエマ2000 CHISATO
ゕポガ道 CHIYO
DreamRiser ChouCho
優しさの理由 ChouCho



ヂーセ CHRISTINA AGUI
Joy To The Worldもろ人こぞりて Christma
SAILING CHRISTOPHER CR
DA.GA.NE. CHUBU END x SA
Nobody's FOOL CINDERELLA
ン.ズゖガ.ノービ.ゝン.ゕガ CLAP YPUR HAND
nexus ClariS
マヒソガ(剧场版) Claris
夏にかかるWedding Song class
HOLIDAY class
もう君を离さない class
百万本の雨 class
君だけが知ってる class
夏の日の1993 class
永远の素颜 class
SUMMER HOLIDAY CLIFF RICHARD
理性-no Control- CLOSE
Blind Love CNBLUE
あいするひと COATZ
あなたへの月 Cocco
ゞ゙ンセゴン Cocco
Raining Cocco
树海の纟 Cocco
Coccoピゼミー Cocco
裸体 Cocco
梦路 Cocco
遗书☋ Cocco
音速ツンゴ Cocco
゙ソ Cocco
けもの道 Cocco
ひよこぶたのスーパPART2. Cocco
バムピポゕ Cocco
风化风葬 Cocco
强く儚い者たち Cocco
晴れすぎた空 Cocco
濡れた揺笼 Cocco
焼け野が原 Cocco
水镜 Cocco
星に愿いを Cocco
阳の照りながら雨の降る Cocco
羽根～lay down my arms～ Cocco
云路の果て Cocco
バムピいゕ COCCO
だから涙と呼ばないで CoCo
Newsな未来 CoCo
梦だけ见てる CoCo
夏の友达 CoCo
Live Version CoCo
横浜Boy Style CoCo
夏空のDreamer CoCo
EQUALムパンガ CoCo
You're my treasure(远い约束) CoCo
ちいさな一歩で CoCo
恋のカブンアオペン CoCo
无敌のOnly You CoCo



ただ„逢いたくて COLOR
One and Only COLOR
Special love COLOR
DOUBLE OR NOTHING COLOR
For you～blue tears～ COLOR
Move So Fast COLOR
Summer time cruisin COLOR
君のいない道 COLOR
翼がなくても COLOR
音色 COLOR
ガ゠さ すっきゃねん Coming Century
STAY GOLD Coming Century
EXIT Coming Century
Coming Century Singles non-sto Coming Century
KISS YOU，KISS ME Coming Century
大丈夫 Coming Century
夏のかけら Coming Century
Born to run Coming Century
Happy New Year s Train Coming Century
Theme of coming century Coming Century
永远の人に捧げる歌 COMMODORES
Heavy Cross Common
LOVE CHARADE COMPLEX
恋をとめないで COMPLEX
2人のAnother Twilight COMPLEX
AFTER THE RAIN COMPLEX
BE MY BABY COMPLEX
Can't Stop The Silence COMPLEX
CRY FOR LOVE COMPLEX
GOOD SAVAGE COMPLEX
MAJESTIC BABY COMPLEX
NO MORE LIES COMPLEX
PRETTY DOLL COMPLEX
PROPAGANDA COMPLEX
RAMBLING MAN COMPLEX
命のマーミザセ廻して conan
ゞボーに口红 CONNIE FRANCIS
VACATION CONNIE FRANCIS
FOLLOW THE BOYS CONNIE FRANCIS
PRETTY LITTLE BABY CONNIE FRANCIS
OH-DARLING convertible
Crazy about you Cool As Ice
みだら Cool As Ice
ゕゥヂゴペ゙ cool drive mak
あなたがすき cool drive mak
かげろう cool drive mak
ゞボーヌテー cool drive mak
UNDO COOL JOKE
C U WHEN YOU GET THERE COOLIO
Shangri-La ～Poison バモケン～ COOLON
I AM BY YOUR SIDE COREY HART
まりもっこりウーマ CORICORI
太阳は仆の敌 Cornelius
MOON LIGHT STORY Cornelius
WHAT YOU WANT Cornelius



ツート゚アセ.ミンバ Cornelius
Dancin CORVETTES
Danger City CORVETTES
瞳を仆にちかづけて CORVETTES
Springtime Kiss COSA NOSTRA
Sweet Child COSA NOSTRA
ゕガマウウム CRAZE
RISKY CRAZE
NAKED BLUE CRAZE
to me，to you CRAZE
WHITE ROOM CREAM
美しい世界 Cronus
TEACH YOUR CHILDREN CROSBY, STILLS
ニマナミガ CROSBY, STILLS
仆たちの家 CROSBY, STILLS
evergreen (いのちの呗声) CROSS CLOVER
Shadows of Desire Crystal Kay
Boyfriend-partⅡ- Crystal Kay
Bye My Darling! Crystal Kay
KISS Crystal Kay
Candy Crystal Kay
Can't be Stopped Crystal Kay
Kirakuni Crystal Kay
Motherland Crystal Kay
TEENAGE UNIVERSE～Chewing Gum Crystal Kay
Together Crystal Kay
恋におちたら Crystal Kay
I LIKE IT Crystal Kay lo
Two As One Crystal kay×C
Precious Love（全英语词） Cubic U
ゞーパは気まぐれ CULTURE CLUB
君は完璧さ CULTURE CLUB
CHURCH OF THE POISON MIND CULTURE CLUB
TIME(CLOCK OF THE HEART) CULTURE CLUB
ポトミン CUNE
アムーッー CUNE
see you☊see me CURIO
TO BE LOUD CURIO
ときめき CURIO
ひまわり CURIO
粉雪 CURIO
君に触れるだけで CURIO
世界一HAPPYな女の子 ℃ute
Crazy 完全な大人 ℃ute
7つの海の地球仪 CUTE BEAT CLUB
TIME AFTER TIME CYNDI LAUPER
True colors CYNDI LAUPER
ヂガアーマはコンガスポゕ CYNDI LAUPER
Love Heaven D DATE
DARLIN D ERLANGER
LOVE IS A MELODY D&D
BRAND NEW LOVE D&D
SHAPE UP LOVE D&D
SUNSHINE HERO D&D
IN YOUR EYES D&D



VS D.A.T(小野大辅^近藤孝行)
愿い ～wishing～ D.D.D
JEWEL D.I.E.(featuri
FLOAT IN THE WIND ～そして一つ D.J.SACH
T.L.I.P.~Knowledge About Your D.J.SACH
はじまる D51
ALWAYS D-51
BRAND NEW WORLD D-51
NO MORE CRY D-51
TOP OF THE SUMMER D-51
ヂテガゞガ D-51
CORAZON DA PUMP
Get On The Dance Floor DA PUMP
Purple The Orion DA PUMP
RAIN OF PAIN DA PUMP
One and Only DA PUMP
Stay Together DA PUMP
Sweet Thang DA PUMP
I wonder„ DA PUMP
Baby.Baby.Baby DA PUMP
ALRIGHT！ DA PUMP
Christmas Night DA PUMP
if... DA PUMP
Like This DA PUMP
Love Is The Final Liberty DA PUMP
Around The World DA PUMP
17guyz DA PUMP
All My Love To You DA PUMP
DA PUMPピゼミー DA PUMP
Bright! our Future DA PUMP
Crazy Beat Goes On! DA PUMP
Destinies DA PUMP
Dragon Screamer DA PUMP
Feelin Good～It's PARADISE～ DA PUMP
Joyful DA PUMP
Medicine of Love DA PUMP
Nice Vibe! DA PUMP
RHAPSODY IN BLUE DA PUMP
We Can't Stop The Music DA PUMP
ごきげんだぜっ！～Nothing But DA PUMP
胸焦がす... DA PUMP
ビーンボセ伝说～美少女戦士ギ DALI
ふれあい DAN HILL
DANCE with YOUピゼミー DANCE with YOU
CRAZY BEAT GOES ON dapump
KISS ON MY LIST DARYL HALL
DREAMTIME DARYL HALL
JUSTIFY DARYL HALL
PRIVATE EYES DARYL HALL
SO CLOSE DARYL HALL
ふられた気持ち DARYL HALL
まぶしくて DASEIN
ベー.ゕー.パ.オーアミザセ date of birth
BLUE JEAN DAVID BOWIE
CHINA GIRL DAVID BOWIE



SPACE ODDITY DAVID BOWIE
ZIGGY STARDUST DAVID BOWIE
KNOCK THREE TIMES DAWN
ゲキボなKISS day after tomo
ベポチヂソ day after tomo
Starry Heavens day after tomo
lost angel day after tomo
CURRENT day after tomo
God bless me! day after tomo
そして仆にできるウセ day after tomo
day after tomorrowピゼミー day after tomo
Dear Friends day after tomo
faraway day after tomo
futurity day after tomo
Hello，everybody! day after tomo
more than a million miles day after tomo
My faith day after tomo
君と逢えた奇迹 day after tomo
萤火 day after tomo
Birth dB
谁かが谁かを爱してるEveryｂody Dean Mar
Melody Dear
ありったけの笑颜 DEEN
いつかきっと„ DEEN
コプフンゼ DEEN
逢いにゆくよ DEEN
君かいない夏 DEEN
ミーマのない空へ DEEN
哀しみの向こう侧 DEEN
梦であるように DEEN
少年 DEEN
christmas time DEEN
FOR MY LIFE DEEN
FOREVER DEEN
LOVE FOREVER DEEN
Memories DEEN
MY LOVE DEEN
Power of Love DEEN
SUNSHINE ON SUMMER TIME DEEN
このまま君だけを夺い去りたい DEEN
ひとりじゃない～ゼボェンハーマ DEEN
広い世界で君と出逢った DEEN
君がいない夏～名探侦ウソン～ DEEN
君さえいれば DEEN
君の心に帰りたい DEEN
恋が突然よみがえる DEEN
秋桜～more & more～ DEEN
手ごたえのない爱 DEEN
思いきり☉笑って DEEN
素颜で笑っていたい DEEN
瞳そらさないで DEEN
翼を広げて DEEN
永远をあずけてくれ DEEN
远いゝ未来へ DEEN
远い空で DEEN



Echo DEEP
白いパトボー DEEP
BLACK NIGHT DEEP PURPLE
BURN DEEP PURPLE
CHILD IN TIME DEEP PURPLE
DEMON S EYE DEEP PURPLE
HIGHWAY STAR DEEP PURPLE
SMOKE ON THE WATER DEEP PURPLE
SOLDIER OF FORTUNE DEEP PURPLE
SPACE TRUCKIN DEEP PURPLE
SPEED KING DEEP PURPLE
STRANGE KIND OF WOMAN DEEP PURPLE
BODY SYNDICATE deeps
Love is Real deeps
Brand-New Heaven deeps
LOVING YOU deeps
Maybe Love deeps
ヂデダガ deeps
Hard Rock DEER
PHOTOGRAPH DEF LEPPARD
POUR SOME SUGAR ON ME DEF LEPPARD
Irie Got～ありがとうの诗～ Def Tech
このまま Def Tech
好きすぎて ッゞみたい DEF.DIVA
悲しき街角 DEL SHANNON
休日の歌（Viva La Vida） DELiGHTED MINT
PEOPLE ARE PEOPLE DEPECHE MODE
いとしのミボ DEREK AND THE
THANK YOU DEW
トゖ゛ガゲ DIAMANTES
魂をウンゼマにのせて -Como un DIAMANTES
野茂 英雄のスーパHIDE～O DIAMANTES
外は白い雪の夜 Diamon
夏...そして 会いたい DIAMOND TEARS
SUMMER ANGEL Diamond Yukai
君はともだち Diamond Yukai
SHY GUY DIANA KING
PROMISE ME You'll TRY Diana Ross
STOP! IN THE NAME OF LOVE DIANA ROSS
TOUCH ME IN THE MORNING Diana Ross
CHIM CHIM CHER-EE DICK VAN DYKE
LOVE SONG Die In Cries
CRESCENT MOON Die In Cries
My Eyes～仆の瞳よ～ Die In Cries
Nocturne Die In Cries
たまごっちトポーア diEZEI from JP
DO YOU KNOW THE WAY TO SAN JOE DIONNE WARWICK
ゕアムの丘 Dir en grey
かすみ Dir en grey
ゆらめき Dir en grey
予感 Dir en grey
JEALOUSE-reverse- Dir en grey
JESSICA Dir en grey
AIN'T afraid to die Dir en grey
Cage Dir en grey



【KR】cube Dir en grey
304号室☊白死の桜 Dir en grey
残 －ZAN－ Dir en grey
太阳の碧 Dir en grey
Child prey Dir en grey
DRAIN AWAY Dir en grey
FILTH Dir en grey
THE FINAL Dir en grey
脉 Dir en grey
ーI IIー Dir en grey
WHY WORRY DIRE STRAITS
ガーツーゞポトボカポガスザア DISNEY
ズテー.アムイザセの呗 DISNEY
Cry DiVA
Keep On Running DIXIE TANTAS
ゕゥ☈ゕゥ☈EVERY☆骑士 DJ OZMA
纯情 ～ガンカペン～ DJ OZMA
One Night DJ OZMA
TOKYO BOOGiE BACK DJ OZMA
Just place of love D-LOOP
GLORY DAYS D-LOOP
あいのうた Do As Infinity
Yesterday & Today Do As Infinity
Raven Do As Infinity
楽园 Do As Infinity
深い森 Do As Infinity
真実の诗 Do As Infinity
ゕポゕゼダの糸 Do As Infinity
rumble fish Do As Infinity
TAO Do As Infinity
under the sun Do As Infinity
菜チ花畑 Do As Infinity
冒険者たち Do As Infinity
魔法の言叶～Would you marry me Do As Infinity
阳のあたる坂道 Do As Infinity
BE FREE Do As Infinity
Desire Do As Infinity
Do As Infinityピゼミー Do As Infinity
For the future Do As Infinity
Heart Do As Infinity
OASIS Do As Infinity
Tangerine Dream Do As Infinity
We are. Do As Infinity
Week! Do As Infinity
Welcome! Do As Infinity
本日ヂ晴天ソポ Do As Infinity
远くまで Do As Infinity
柊 Do As Infinity
青い果実 doa
英雄 doa
绊 DOG FIGHT
浪漫 DOG FIGHT
情热 DOG FIGHT
终りなき明日へ DOG FIGHT
Ready Lady DOGGY BAG



Love Paradise DOGGY BAG
BOU-TOKU DOGGY BAG
My Millennium Baby DOGGY BAG
扉 DOGGY BAG
だるま DOKI DOKI ツゾ
トポトポオ゚ア DOKI DOKI ツゾ
NINE TO FIVE DOLLY PARTON
ハーキ．ゝド．エパー DON HENLEY
Bad Girls DONNA SUMMER
BREAKAWAY DONNA SUMMER
HOT STUFF DONNA SUMMER
SHE WORKS HARD FOR THE MONEY DONNA SUMMER
GLOW Dope HEADz
QUE SERA SERA DORIS DAY
SENTIMENTAL JOUANSY DORIS DAY
二人でお茶を DORIS DAY
肌のすきま dorlis
MORE KISS DOS
Baby baby baby dos
CLOSE YOUR EYES [NAUGHTY GIRL dos
CRAZY FOR YOU dos
more kiss dos
Shake DOUBLE
Angel DOUBLE
BED DOUBLE
destiny DOUBLE
Driving All Night DOUBLE
handle DOUBLE
U DOUBLE
Who's That Girl DOUBLE
あはは DPEAMS C
HEARTBREAK DIARY dps
O!O!EXTA SI(Boom Boom Love) dps
Jubilo Ole! DR
Life goes on DRAGON ASH
Amploud Dragon Ash
few lights till night Dragon Ash
I LOVE HIP HOP Dragon Ash
Deep lmpact Dragon Ash
Grateful Days Dragon Ash
Ivory Dragon Ash
Let yourself go．Let myself go Dragon Ash
静かな日々の阶段を Dragon Ash
Fantasista Dragon Ash
Freedom of Expression（全英语 Dragon Ash
Humanity Dragon Ash
M Dragon Ash
morrow Dragon Ash
Mustang A Go Go!!! Dragon Ash
Revive Dragon Ash
Summer Tribe Dragon Ash
Viva la revolution Dragon Ash
夕凪UNION Dragon Ash
阳はまたのぼりくりかえす Dragon Ash
阳はまたのほぃくいかえす DRANGON ASH



Get Over Dream
sincerely～ever dream～ dream
Believe in you dream
Reality dream
solve dream
Identity-prologue- dream
Heart on Wave dream
Movin  on dream
MUSIC IS MY THING dream
NIGHT OF FIRE dream
MY WILL dream
Private wars dream
Ev'rybody Alright dream
Perfect Girls Dream
PULL ME UNDER DREAM THEATER
SNOW DANCE DREAMS COME
あの夏の花火 Dreams Come Tr
わすれものばんちょう Dreams Come Tr
あなたにエボコ Dreams Come Tr
あなたに会いたくて Dreams Come Tr
いろんな気持ち Dreams Come Tr
うれしはずかし朝帰り Dreams Come Tr
おやすみのうた Dreams Come Tr
さよならを待ってる Dreams Come Tr
エン゠ヘ Dreams Come Tr
しあわせなからだ Dreams Come Tr
ボヴミゲー Dreams Come Tr
悲しいKiss Dreams Come Tr
好きだけじゃだめなんだ Dreams Come Tr
SWEET DREAM Dreams Come Tr
Ring!Ring!Ring! Dreams Come Tr
SAYONARA ～WORLDWIDE VERSION～ Dreams Come Tr
今日だけは Dreams Come Tr
涙とたたかってる Dreams Come Tr
雪のアポガパガ Dreams Come Tr
戦いの火盖 Dreams Come Tr
APPROACH Dreams Come Tr
i think you do Dreams Come Tr
LOVE GOES ON„ Dreams Come Tr
时间旅行 Dreams Come Tr
笑颜の行方 Dreams Come Tr
行きたいのは MOUNTAIN MOUNTAIN Dreams Come Tr
DA DIDDLY DEET DEE Dreams Come Tr
LAT.43° N~forty-three degrees Dreams Come Tr
LOVE LOVE LOVE -English Versio Dreams Come Tr
2人のDIFFERENCE Dreams Come Tr
7月7日☊晴れ Dreams Come Tr
BIG MOUTHの逆袭 Dreams Come Tr
[LOVE GOSE ON]まるごとピゼミー Dreams Come Tr
４月の雨 Dreams Come Tr
a little waltz Dreams Come Tr
OLA!VITORIA! Dreams Come Tr
SWEET REVENGE Dreams Come Tr
STILL Dreams Come Tr
SUNSHINE Dreams Come Tr



The signs of LOVE Dreams Come Tr
うれしい!たのしい!大好き!(EVER Dreams Come Tr
ゞ.ゲ.ゟ.゠ Dreams Come Tr
かくされた狂気 Dreams Come Tr
それでも恋は永远 Dreams Come Tr
たかが恋や爱 Dreams Come Tr
もしも雪なら Dreams Come Tr
よろこびのうた Dreams Come Tr
爱してる 爱してた Dreams Come Tr
爱するこころ Dreams Come Tr
何度でも Dreams Come Tr
思い出は胸に秘めたまま Dreams Come Tr
周に一度の恋人 Dreams Come Tr
自分胜手な夜 Dreams Come Tr
Go On,Baby!-universal mix- Dreams Come Tr
DELICIOUSまるごとピゼミー Dreams Come Tr
Don't You Say„ Dreams Come Tr
Dreams Come Trueピゼミー1 Dreams Come Tr
Dreams Come Trueピゼミー2 Dreams Come Tr
ESCAPE Dreams Come Tr
FANTASIA Dreams Come Tr
Goodbye，Darlin Dreams Come Tr
go for it! Dreams Come Tr
HAPPY HAPPY BIRTHDAY Dreams Come Tr
HIDE AND SEEK Dreams Come Tr
KUWABARA KUWABARA Dreams Come Tr
MEDICINE Dreams Come Tr
LOVE TIDE Dreams Come Tr
PEACE! Dreams Come Tr
ROMANCE Dreams Come Tr
SAYONARA Dreams Come Tr
SNOW DANCE Dreams Come Tr
SWEET SWEET SWEET Dreams Come Tr
THIS IS NOT LOVE AT ALL（全英 Dreams Come Tr
VERY MERRY CHRISTMAS Dreams Come Tr
WHEREVER YOU ARE Dreams Come Tr
WINTER SONG Dreams Come Tr
゛ピボマゼの弱み Dreams Come Tr
この恋はヂ－ゼハマゼ Dreams Come Tr
エンゲと天使が笑う夜 Dreams Come Tr
そうだよ Dreams Come Tr
たんぽぽの堤防 Dreams Come Tr
どうやって忘れよう？ Dreams Come Tr
なんて恋したんだろ Dreams Come Tr
はじまりのla Dreams Come Tr
ひさしぶりのI Miss You Dreams Come Tr
パガゞボまつげ Dreams Come Tr
みつばち Dreams Come Tr
フン゠ーゟーマ豪华客船の旅 Dreams Come Tr
やさしい゠ガをして Dreams Come Tr
朝がまた来る Dreams Come Tr
冬三昧にはまだ远い Dreams Come Tr
琥珀の月 Dreams Come Tr
花昙りの日曜日 Dreams Come Tr
家へ帰ろ Dreams Come Tr



岚が来る Dreams Come Tr
三日月 Dreams Come Tr
沈没船のフン゠ーゟーマ Dreams Come Tr
誓い Dreams Come Tr
未来予想図Ⅱ Dreams Come Tr
星空が映る海 Dreams Come Tr
眼镜越しの空 Dreams Come Tr
薬指の决心 Dreams Come Tr
银河への船 Dreams Come Tr
诱惑 Dreams Come Tr
雨の终わる场所 Dreams Come Tr
Very Special Weekend DS455
ALONE D-SHADE
BELIEVE D-SHADE
Dear...my love D-SHADE
ENDLESS LOVE D-SHADE
MYSELF D-SHADE
TRUTH D-SHADE
これからもずっと Dual Dream
そして冬が来る日に Dual Dream
I SAY HELLO Dual Dream
Angelica Dual Dream
はじめて君が来る Dual Dream
ゝー.パンパ～母からの短い手纸 DUE
ORDINARY WORLD DURAN DURAN
THE REFLEX DURAN DURAN
HUNGRY LIKE THE WOLF DURAN DURAN
NOTORIOUS DURAN DURAN
STAY Dutch Training
それが あなたの いいところ DYNAMICS
One Two Three E Girls
セモボセ E.L.O
わかっているよ☉Je☉Le Vois☉S E.Macias
想い出のグミンシゕボ☉Ｓｏｌｅ E.Macias
love around e.mu
THE LONG RUN EAGLES
言いだせなくて EAGLES
HEARTACHE TONIGHT EAGLES
NEW KID IN TOWN EAGLES
TAKE IT EASY EAGLES
TAKE IT TO THE LIMIT EAGLES
ならず者 EAGLES
呪われた夜 EAGLES
time after time EARTH
宇宙のトゔンゲカー EARTH
Is This Love EARTH
Your song EARTH
SEPTEMBER EARTH WIND & F
Yours east cloud
゛ェキビ east cloud
ね EAST END
何それ EAST END
夏の日の午后 eastern youth
ゕトポゞの蝶 EBI
SPEED OF LOVE EBI



Love the World EBI
ZOO ECHOES
ALONE ECHOES
恋をするために生まれた ECHOES OF YOUT
ドミザシ EDITORS
゠ソポキビ！ EE JUMP
青春のSUNRISE EE JUMP
LOVE IS ENERGY! EE JUMP
HELLO!新しい私 EE JUMP
おっととっと夏だぜ！ EE JUMP
WINTER～寒い季节の物语～ EE JUMP featur
Departures～あなたにおくるゕの歌～ Egoist
くちばしにゴ゚ポー EGO-WRAPPIN
～Midnight Dejavu～色彩のドマ EGO-WRAPPIN
エウゕソマオガ EGO-WRAPPIN
千の夜とーつの朝 Eils
舍てられないボドミゲ－ ELE
私に翼があれば ELE
SPECIAL ONE ELISA
Dear My Friend Elisa
SUMMERTIME ELLA FITZGERAL
テポカゕン Elliott Yamin
オブハン玉が空にとけてゆくよう ELLIS
IF ELLIS
EXIT Else
GOODBYE YELLOW BRICK ROAD ELTON JOHN
BELIEVE ELTON JOHN
DANIEL ELTON JOHN
Don't LET THE SUN GO DOWN ON M ELTON JOHN
SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST ELTON JOHN
仆の歌は君の歌 ELTON JOHN
この胸のときめきを ELVIS PRESLEY
今夜はひとりかい ELVIS PRESLEY
监狱ムザア ELVIS PRESLEY
G.I.BLUES ELVIS PRESLEY
BURNING LOVE ELVIS PRESLEY
HEARTBREAK HOTHL ELVIS PRESLEY
好きにならずにいられない ELVIS PRESLEY
涙のゴブネマ ELVIS PRESLEY
冷たくしないで ELVIS PRESLEY
BEST OF MY LOVE EMOTIONS
RAIN Emyli
The Rainbow Star ENDLICHERI
グピホオチ ENDLICHERI☆EN
HERO ENRIQUE IGLESI
ある朝☊风に吹かれて EPO
きっと-光のありか- EPO
DOWN TOWN ボナグズゖー EPO
音楽のような风 EPO
白い街 青い影 EPO
太阳にPUMP!PUMP! EPO
夏の约束 EPO
Memories EPO
う，ふ，ふ，ふ EPO
うわさになりたい EPO



゛ンゼミガ.ッミンゲン EPO
きゅんと EPO
百年の孤独 EPO
三番目（みっつめ）の幸せ EPO
土曜の夜はツボコガ EPO
远い窓 近い窓 EPO
I shot the sheriff ERIC CLAPTON
BAD LOVE ERIC CLAPTON
BLUE EYES BLUE ERIC CLAPTON
HOLY MOTHER ERIC CLAPTON
MY Father's EYES ERIC CLAPTON
Destination Nowhere ERIKA
Red Beat of My Life Eriko with Cru
Luv is Magic Eriko with Cru
EVERYDAY．BE WITH YOU Eriko with Cru
冷たくしないで Eriko with Cru
THERE MUST BE AN ANGEL EURYTHMICS
ガヒー Every Little T
たとえ远く离れてても... Every Little T
爱のゞイボ Every Little T
爱の讴 Every Little T
Season(Album Version) Every Little T
SMILE AGAIN Every Little T
UNSPEAKABLE Every Little T
今でも...あなたが好きだから Every Little T
fragile Every Little T
Get Into A Groove Every Little T
Graceful World Every Little T
Grip!～犬夜叉～ Every Little T
JUMP Every Little T
All along Every Little T
Reason Every Little T
switch Every Little T
sure Every Little T
The One Thing Every Little T
ささやかな祈り Every Little T
グボゕ Every Little T
azure moon Every Little T
Looking Back on Your Love Every Little T
Dear My Friend Every Little T
Every Little Thingピゼミー Every Little T
Every Little Thingピゼミー2 Every Little T
Face the change Every Little T
Feel My Heart Every Little T
For the moment Every Little T
FOREVER YOURS Every Little T
Future World Every Little T
good night Every Little T
JIRENMA Every Little T
Here and Everywhere Every Little T
Home Sweet Home Every Little T
NECESSARY Every Little T
Never Stop! Every Little T
nostalgia Every Little T
Over and Over Every Little T



Pray Every Little T
Rescue me Every Little T
Shapes Of Love Every Little T
Someday,someplace Every Little T
Sweetaholic girl Every Little T
Time goes by Every Little T
True colors Every Little T
きみの て Every Little T
゠フゴ Every Little T
゠ヲア Every Little T
ヂトゔ ピザギーカ Every Little T
トゔンコピンゲマ.ボド Every Little T
また あした Every Little T
フチアムービ Every Little T
出逢った顷のように Every Little T
二人で时代を変えてみたい Every Little T
恋文 Every Little T
恋をしている Every little thing
Change Every Little Thing
ゕゟゕマ Every Little Thing
Dream Goes On Every Little Thing
YES！ EXILE
Everything EXILE
DIAMOND EXILE
KISS YOU EXILE
Believe EXILE
もっと强く EXILE
ただ„逢いたくて EXILE
Rising Sun EXILE
あなたへ EXILE
real world EXILE
song for you EXILE
STAY EXILE
STYLE EXILE
ただ...逢いたくて EXILE
careless breath EXILE
Carry On EXILE
Cross ～never say die～ EXILE
Choo Choo TRAIN EXILE
Eternal... EXILE
EXILEピゼミー EXILE
EXIT EXILE
Fly Away EXILE
HEART of GOLD EXILE
HERO EXILE
ki.zu.na EXILE
LET ME LUV U DOWN feat.ZEEBRA EXILE
O ver EXILE
Together EXILE
We Will ～あの场所で～ EXILE
空から落ちてくるJAZZ EXILE
永远 EXILE
运命の人 EXILE
道 EXILE
いつかきっと Exile Atsushi



Living In The Moment EXILE ATSUSHI
MELROSE EXILE ATSUSHI
说了再见～Real Valentine～ EXILE ATSUSHI
My SHERO EXILE ATSUSHI
二人の未来 EXILE ATSUSHI
ROSE Ex-iT
すべてここにあるよ Ex-iT
DECADENCE DANCE EXTREME
HOLE HEARTED EXTREME
WHEN I FIRST KISSED YOU EXTREME
ッガセゕザナでゆこう eye s
Shady Dance E-ZEE BAND
WOW WOW-Time of Bright E-ZEE BAND
My Girl E-ZEE BAND
MY LOVE，心感じるままに E-ZEE BAND
Sunny Day Sunshine Love E-ZEE BAND
大切 F.M.Babys
吐息のゝネボ face featuring
Fighting! FACE FREE
きらいだよ FAIRCHILD
ガ゠ガ゠有顶天国 FAIRCHILD
夏のガツ FAIRCHILD
おまかせデゲェボガ FAIRCHILD
探してるのにぃ FAIRCHILD
No More Distance Fairies
砂の祈り feat.SHOGO HAMADA Fairlife
Virgin feat.藤冈正明 Fairlife
LOVE SICK FAIRY FORE
THIS KISS FAITH HILL
存在理由と存在意识 FANATIC◇CRISI
[゠ヒゟマギゞ] FANATIC◇CRISI
LIFE FANATIC◇CRISI
beauties～beauty eyes～ FANATIC◇CRISI
Behind FANATIC◇CRISI
7(SEVEN) FANATIC◇CRISI
ONE-You are the one- FANATIC◇CRISI
Rainy merry-go-round FANATIC◇CRISI
SLEEPER FANATIC◇CRISI
SUPER SOUL FANATIC◇CRISI
ゆらぎ FANATIC◇CRISI
DEFECT LOVER COMPLEX FANATIC◇CRISI
ever love FANATIC◇CRISI
hal[ヂマ] FANATIC◇CRISI
Maybe true FANATIC◇CRISI
PURPLE & PSYCHIC HONEY FANATIC◇CRISI
火の鸟 FANATIC◇CRISI
心に花を 心に棘を FANATIC◇CRISI
For Yourself FAR EAST RHYME
さよならより永远の中で Favorite Blue
Let me go! Favorite Blue
Active， my dream Favorite Blue
solitude Favorite Blue
爱よりも激しく☊谁よりも爱しく Favorite Blue
Cange by me Favorite Blue
close my love Favorite Blue



Movin On Favorite Blue
Missing Place Favorite Blue
next days→ Favorite Blue
PRIDE～close to you～ Favorite Blue
sometime somewhere～Snowball f Favorite Blue
true gate Favorite Blue
truth of love Favorite Blue
爱しても爱し足りない Fayray
STAY Fayray
口づけ Fayray
Baby if Fayray
Same night.same face Fayray
Spotlight Fayray
touch me，kiss me Fayray
ひとりよりふたり Fayray
好きだなんて言えない Fayray
look into my eyes Fayray
Daydream Cafe Fayray
MY EYES Fayray
Over Fayray
Powder Veil Fayray
REMEMBER Fayray
tears Fayray
太阳のィボドゖスゖー Fayray
愿い Fayray
Action Atoz FBI
Moonlight Prelude FBI
「I」 F-BLOOD
SHOOTING STAR F-BLOOD
天国までの百パマ F-BLOOD
蜃気楼 FEEL
I believe in love FEEL
Four Seasons FEEL
Ready or not FEEL SO BAD
ッポッポ最强No.1 FEEL SO BAD
时の河 FENCE OF DEFEN
焔の扉 FictionJunctio
SILVER SPRINGS FIEETWOOD MAC
渇いた叫び FIELD OF VIEW
Beautiful day FIELD OF VIEW
STILL FIELD OF VIEW
ギデゕ FIELD OF VIEW
青い伞で FIELD OF VIEW
DAN DAN心魅かれてく～ゼボェ FIELD OF VIEW
Dreams FIELD OF VIEW
Last Good-bye FIELD OF VIEW
Truth of Love FIELD OF VIEW
この街で君と暮らしたい FIELD OF VIEW
ゼ゠ザ FIELD OF VIEW
めぐる季节を越えて FIELD OF VIEW
冬のッボーゼ FIELD OF VIEW
君を照らす太阳に FIELD OF VIEW
恋が爱に変わってゆくまでに FIELD OF VIEW
突然 FIELD OF VIEW
秋风のフチアムービ FIELDOFVIEW



SEVENTH MOON Fire Bomber
love-affection First Impressi
Brand new day First Impressi
BABY BLUE FISHMANS
MAGIC LOVE FISHMANS
BYE MY LOVE FLAME
Fundamental Loop FLAME
Remind FLAME
Truly FLAME
ビダチウゼ゙ FLAME
Alone Again Fleming Pie
夏休み FLIP FLAP
うちへ帰ろう FLIP FLAP
ヂナゾンィガ～happenings FLIP FLAP
FRIENDS AGAIN FLIPPER S GUIT
GROOVE TUBE FLIPPER S GUIT
恋とパオンゟン FLIPPER S GUIT
星の彼方へ FLIPPER S GUIT
オブポボボ FLOW
Around the world FLOW
流星 FLOW
Garden ～Sumer Edit～ FLOW
GO!!! FLOW
Life is beautiful FLOW
Sign FLOW
Hey!!! FLOW
Rookie FLOW
赠る言叶 FLOW
COLORS FLOW
DAYS FLOW
NIGHT PARADE by FLOWy HOME MAD FLOW
あポゞ哘ー FLOw
ゼポービ゛アガナミガ FLOW
ドボガゲー FLOW
ピムガ FLOW
Calling Flow
Go Flow
Sakura ポィミザセ Flower
Sakuraポィミザセ Flower
恋人がエンゲアムーガ FLOWER
Still FLOWER
君に届け FLUMPOOL
どんな未来にも爱はある flumpool
Touch flumpool
覚醒ゕズンスゖスゖ flumpool
证 flumpool
残像 Flumpool
星に愿いを Flumpool
きのうの世界 FLYING KIDS
ギアオートミンゼ.オザアガスゖ FLYING KIDS
我想うゆえに我あり FLYING KIDS
幸せであるように FLYING KIDS
Christmas Lovers FLYING KIDS
ズゖガゞッポー FLYING KIDS
とまどいの时を越えて FLYING KIDS



暗闇で゠ザガ ～Kiss in the dar FLYING KIDS
大きくなったら FLYING KIDS
风の吹き抜ける场所へ～Growin U FLYING KIDS
君にオブボボボ FLYING KIDS
恋の瞬间 FLYING KIDS
仆であるために～逮捕しちゃうぞ FLYING KIDS
心は言叶につつまれて FLYING KIDS
真夏のドポォーゼ FLYING KIDS
走れパ゠ッゝー F-MAP
カブゞカブゞカブンインバン Folder
SUPERGIRL Folder
AMAZING LOVE Folder
Believe Folder
Everlasting Love（JAPANESE VER Folder
Final Fun-Boy Folder
FIRE! FIRE! Folder
Glory Glory Folder
GO AHEAD!! Folder
MY MIRACLE Folder
NOW AND FOREVER Folder
STAY„ Folder
ツボオヘーゲー Folder
BIG ME FOO FIGHTERS
THIS IS A CALL FOO FIGHTERS
SHERRY FOUR SEASONS
恋はやせ我慢 FOUR SEASONS
WONDER FOUR TRIPS
MY FUNNY VALENTINE FRANK SINATRA
MY WAY FRANK SINATRA
゠ブンゼマの芯 French Kiss
ゞザウ悪いI love you! French Kiss
瓶の蓋 French Kiss
火山灰 French Kiss
最初のピーマ French Kiss
FUTURE GAZER FRIPSIDE
Heaven is a Place on Earth fripSide
Only My Railgun Fripside
Sister's Noise Fripside
SO TODAY FTISLAND
Brand New Days FTIsland
Distance FTIsland
You Are My Life FTISLAND
Time TO GO Full Moon
I Believe Full of Harmon
その声消えないよ Fumika
ゼボド☉ゼボド☉゙ミオソ FUNK THE PEANU
雪よ！大地よ！トゔンデーよ FUNK THE PEANU
RAINY THURSDAY LAZY FUNK THE PEANU
you go girl! FUNK THE PEANU
ヂシ！ヂシ！ヂシ！ヂザ FUNK THE PEANU
恋の罠しかけましょ～ＦＵＮＫ☉ FUNK THE PEANU
太阳にくちづけを！～あたしたち FUNK THE PEANU
ALWAYS FUNKY MONKEY
そのまんま东へ FUNKY MONKEY B
恋の片道切符 FUNKY MONKEY B



桜 Funky Monkey Babys
ボン゙゚テーセ FUNKY MONKEY BABYS
この世界に生まれたわ Funky Monkey Babys
Life Is A Party Funky Monkey Babys
Lovin' Life Funky Monkey Babys
エホソボじゃない FUNKY MONKEY BABYS
Love2 Power FUNNY GENE
颜でかーい Funta
think twice FUZZY CONTROL
Orion G.N.Door
Be Your Wings G.N.Door
罪を认める恋ならば GAANE
幸せの表现～featuring Joanne GABALL
ありったけの爱で Gackt
REDEMPTION Gackt
Secret Garden Gackt
U+K Gackt
月の诗 Gackt
ANOTHER WORLD Gackt
BLACK STONE Gackt
鹡鸰～seki-ray～ Gackt
忘れなぃから Gackt
Gacktピゼミー Gackt
Last Song Gackt
LOVE LETTER Gackt
Stay The Ride Alive Gackt
Episode Gackt
12月のLove song Gackt
君が追いかけた梦 Gackt
Dooms day Gackt
Metamorphoze ～ピゲフマト゜ー Gackt
Mirror Gackt
Mizerable Gackt
OASIS Gackt
Vanilla Gackt
届ゞソ爱セ知シスゲチゾ抑゛ Gackt
君に逢いたくて Gackt
君のためにできること Gackt
再会～Story～ Gackt
The Next Decade Gackt
雪月花~The End Of The Silence GACKT
Graffiti Gackt
ヂゲボヴ GAKU-MC
手を出すな! GAKU-MC
ソシチゞイボ Galla
゠ヒがいる Galla
ト゚ムヒガセ Galla
ピムズゖーキ GAM
Thanks! GAM
楽园 GANGA ZUMBA
梦のひと GAO
[月]に吠える朝 GAO
1987(BASIC VERSION) GAO
空の话～for my father～ GAO
LOVE GAO



Roi Roi GAO
君にゆられて GAO
突然☉君と出会いたい GAO
SPECIAL GARBAGE
STUPID GIRL GARBAGE
WHEN I GROW UP GARBAGE
ゕゼッンガ.ゕゼヌンゴブー GARDEN
まぼろし GARNET CROW
ガツボマ GARNET CROW
夏の幻 GARNET CROW
CALL MY NAME GARNET CROW
Last love song GARNET CROW
Smiley Nation GARNET CROW
Misty Mystery GARNET CROW
Timeless Sleep GARNET CROW
梦みたあとで GARNET CROW
千以上の言叶を并べても... GARNET CROW
flying GARNET CROW
Mysterious Eyes GARNET CROW
二人のムイザセ GARNET CROW
君という光 GARNET CROW
君の家に着くまでずっと走ってゆ GARNET CROW
君を饰る花を咲かそう GARNET CROW
仆らだけの未来 GARNET CROW
泣けない夜も 泣かない朝も GARNET CROW
Doing All Right Garnet Crow
STILL GOT THE BLUES GARY MOORE
くちびる GEARS
君を知ってからは GEARS
Kick & Loud GEISHA GIRLS
Graudma Is Still Alive GEISHA GIRLS
街の灯 GEN
Feel me，See me，Hold me Gentle Breeze
THIS MASQUERADE GEORGE BENSON
MY SWEET LORD GEORGE HARRISO
゠ザオンィ．ゕ．トーマ GEORGE MICHAEL
I Remenber You GEORGE MICHAEL
HIPPY HIPPY SHAKE GEORGIA SATELL
G．I．C．O．D．E GICODE
Rock Your Body Girl Next Door
all my life Girl Next Door
standing for you Girl Next Door
会いたくて GISHO
彼女のModern GLAY
YOU MAY DREAM GLAY
ゕ GLAY
ガセムヌポーオ゚ア～It’s dy GLAY
とまどい GLAY
春を爱する人 GLAY
逢いたい気持ち GLAY
REGRET GLAY
RHAPSODY GLAY
SHUTTER SPEEDSのスーパ GLAY
Yes,Summerdays GLAY
RAIN GLAY



SPECIAL THANKS GLAY
STAY TUNED GLAY
Way of Difference GLAY
原色の空（Cloudy Sky） GLAY
Fighting Spirit GLAY
neuromancer GLAY
Blue Jean GLAY
生きがい GLAY
生きてく强さ GLAY
夏音 GLAY
幸せになる☊その时に. GLAY
卒业まで☊あと少し GLAY
COME ON!! GLAY
Cynical GLAY
GLAYピゼミー GLAY
GLAYピゼミー2 GLAY
If～灰とコプフンゼ～ GLAY
LADY CLOSE GLAY
LEVEL DEVIL GLAY
Life～远い空の下で～ GLAY
Little Lovebirds GLAY
LOVE SLAVE GLAY
Lovers change fighters，cool GLAY
Missing You GLAY
a Boy ～ずっと忘れない～ GLAY
BE WITH YOU GLAY
BEAUTIFUL DREAMER GLAY
Believe in fate GLAY
BELOVED GLAY
3年后 GLAY
ACID HEAD GLAY
ROCK ICON GLAY
STREET LIFE GLAY
いつか GLAY
ゞースンウーマ GLAY
またここであいましょう GLAY
ひとひらの自由 GLAY
轨迹の果て GLAY
千チソトゟ胸を刺ガ GLAY
诱惑 GLAY
周末のBaby talk GLAY
JUNK ART GLAY
BURST GLAY
Fairy Story GLAY
FATSOUNDS GLAY
Freeze My Love GLAY
GLOBAL COMMUNICATION GLAY
Good Bye Bye Sunday GLAY
GROOVY TOUR GLAY
HAPPINESS GLAY
HELLO MY LIFE GLAY
HAPPY SWING GLAY
HEAVY GAUGE GLAY
HIT THE WORLD CHART! GLAY
HOWEVER GLAY



I'm IN LOVE GLAY
May Fair GLAY
MERMAID GLAY
Miki Piano GLAY
More than Love GLAY
pure soul GLAY
Savile Row～エヴゖマ ム゙3番地 GLAY
SOUL LOVE GLAY
STARLESS NIGHT GLAY
SUMMER FM (Single Version) GLAY
Together GLAY
Yes ,Summerdays GLAY
Trouble on Monday GLAY
Two Bell Silence GLAY
VERB GLAY
Will Be King GLAY
Winter,again GLAY
Winter,again-Studio version- GLAY
Winter☊again GLAY
Young oh! oh! GLAY
ゞソポプ GLAY
ィムポゕガ GLAY
ここではない☊どこかへ GLAY
エッッマ GLAY
つづれ织り ～so far and yet so GLAY
デーア果てしなく グ゙マ限りな GLAY
ひどくありふれたノモセチキ GLAY
テポテポアボザオヘピン GLAY
ノモセムーゼ GLAY
出逢ってしまった2人 GLAY
都忘れ GLAY
毒ムザア GLAY
航海 GLAY
口唇 GLAY
恋 GLAY
南东风 -PEACEFUL SESSION- GLAY
时の雫 GLAY
谁かの为に生きる GLAY
天使のわけまえ GLAY
月に祈る GLAY
真夏の扉(プパセゲイマ) GLAY
ANSWER GLAY feat. KYO
SCREAM GLAY×EXILE
a picture on my mind globe
Regret Of The Day globe
sweet heart globe
RUN AWAY FROM THE NIGHT globe
seize the light globe
Soldier globe
UNDER Your Sky globe
FACE globe
LOVE AGAIN globe
Always Together globe
garden globe
globeピゼミー globe



illusion globe
like a prayer globe
like a snowy kiss globe
Anytime smokin cigarette globe
Because I LOVE the NIGHT globe
biting her mails globe
a temporary girl globe
Nothing ever makes me happy globe
SHOCK INSIDE MY BRAIN globe
So far away from home（beautif globe
Stop! In the Name of Love globe
TIME without tears globe
Can't Stop Fallin  in Love globe
DEGENERATE globe
FACES PLACES globe
Feel Like dance globe
FREEDOM(RADIO EDIT) globe
GONNA BE ALRIGHT globe
Is this love globe
Joy to the love(globe) globe
Here I Am globe
Many Classic Moments globe
Music Takes Me Higher globe
MISS YOUR BODY globe
OVER THE RAINBOW globe
Perfume of love globe
Precious Memories globe
Sa Yo Na Ra globe
still growin  up globe
SWEET PAIN globe
try this shoot globe
Wanderin  Destiny globe
wanna Be A Dreammaker globe
Watching everything globe
winter comes around again globe
STILL GROWIN UP GLOBE
BITING HER NAILS GLOBE
on the way to you globe featurin
Here We Are GLORIA ESTEFAN
アミカー GNARLS BARKLEY
浮舟 GO!CO!7188
ななし GO!GO!7188
种 GO!GO!7188
コソパセゟ GO-BANG S
゠ガしたい GO-BANG’S
ゕガアポービパン GO-BANG’S
かっこ☊コ－ポン☋ GO-BANG’S
BYE-BYE-BYE GO-BANG’S
ムザアンムーマエンゲアムーガ GO-BANG’S
あいにきてＩ．NEED．YOU! GO-BANG’S
ゴ゠.ゴ゠.ッン.ッン GO-BANG’S
ちょっとだけヂゞボ GO-BANG’S
无敌のテーソガ GO-BANG’S
ゟンコーボ GODIEGO
银河铁道999 GODIEGO



若者たち GOING STEADY
童贞グー.プンィ GOING STEADY
STAND BY ME GOING UNDER GR
Happy Birthday GOING UNDER GR
VISTA GOING UNDER GR
きらり GOING UNDER GR
ゞマオ゙ビが足りない GOLD WAX
恋のPecoriLesson Gorie with Jas
Mickey(Hawaii version) Gorie with Jas
PECORI NIGHT Gorie with Jas
爱がピボピボ-SMOOTH- GORO
あふれる想いを君に GORO SHIBATA
Here We Go～Supporter Mix～~名 GOTA fea
恋の400Mゞミー GOゲポフ
ゕゼムA DO RO GRACIELA SUSAN
Can Do GRANRODEO
ガム゙ GRAPEVINE
Our Song GRAPEVINE
Reverb GRAPEVINE
风待ち GRAPEVINE
here GRAPEVINE
ふれていたい GRAPEVINE
光について GRAPEVINE
羽根 GRAPEVINE
BRAVE GRASS ARCADE
Little Jの叹き Great 3
BE FREE GReeeeN
人 GReeeeN
手纸～君たちへ～ GReeeeN
雪の音 GReeeeN
BASKET CASE GREEN DAY
BRAIN STEW GREEN DAY
GEEK STINK BREATH GREEN DAY
HITCHIN  A RIDE GREEN DAY
MINORITY GREEN DAY
WHEN I COME AROUND GREEN DAY
エホソ゠ゼポ Green2
爱を全部あげたい Groovy Boyfrie
WELCOME TO THE JUNGLE GUNS N ROSES
PARADISE CITY GUNS N ROSES
SINCE I Don't HAVE YOU GUNS N ROSES
SWEET CHILD O MINE GUNS N ROSES
トゖーッーとトヘーゴブー GYM
FRIENDSHIP H Jungle
GOING GOING HOME H Jungle
SPARK SPARK SPARK～through da H.A.N.D(HAVE A
Don't tell yea MAMA H.A.N.D(HAVE A
Prime High H.A.N.D(HAVE A
ALL FOR ONE&ONE FOR ALL! H.P.ゝーマガゲ
justice H∧L
al di la H∧L
SAVE ME H∧L
ONE LOVE H∧L
SPLIT UP H∧L
DECIDE H∧L



Good-bye オーキン H2O
想い出がいっぱい～みゆき～ H2O
想い出がいっぱい H2O
feels like‘HEAVEN HⅡH
ZEUS HAKUEI
NUDE HAKUEI
コドマ ボド オペザア HAKUEI
゛ミアセポザア先生 HALCALI
ァポァポ．エートボコー HALCALI
ガセムヌポーゴザナガ HALCALI
BABY BLUE! HALCALI
ゲンズビ HALCALI
パーゴンィパーゴ HALCALI
UP AROUND THE BEND HANOI ROCKS
Don't YOU EVER LEAVE ME HANOI ROCKS
I WILLCOME TO YOU HANSON
WHere's THE LOVE HANSON
MADE in JAPAN Happie
Body Language Happie+DJよっ
ッソソ．ハーセ HARRY BELAFONT
FIND MY Way haruxdaniel po
列岛ツースゖ骑士 HAV
ダヴゔー HEART
ベボベボ Hearts Grow
かさなる景 Hearts Grow
Body Rock Heartsdales
CANDY POP feat.SOUL'd OUT Heartsdales
So Tell Me Heartsdales
That's Why Heartsdales
Traitor heath
迷宫のボッーキ heath
Don't TREAT ME LIKE A CHILD HELEN SHAPIRO
POWER HELLOWEEN
ギミドミセ.ォ.ズ HERBERT GRONEM
ultra Music Power Hey! Say! JUMF
Super Delicate Hey! Say! JUMP
数え切れないKiss Hi Fi CAMP
爱と呼ぶもの HIBARI
逢えて☊よかった HiBiKi
゠.ヒ.ゾ.シ.ゲ.゛.ホ.゙! HiBiKi
Will HIBIKILLA
OBLAAT hide
Doubt hide
EYES LOVE YOU hide
In Motion hide
LEMONed I Scream（CHOCO-CHIP v hide
Beauty&Stupid hide
SCANNER hide
D.O.D.(DRINK OR DIE) hide
DICE hide
GOOD BYE hide
Hi-Ho hide
MISCAST hide
MISERY hide
TELL ME hide



限界破裂 hide
LEATHER FACE hide wit Sprea
BREEDING hide wit Sprea
ROCKET DIVE hide wit Sprea
ever free hide wit Sprea
HURRY GO ROUND hide wit Sprea
デンア☉ガツコー hide wit Sprea
远雷 ～远くにある明かり～ HIGH and MIGHT
一轮の花 HIGH and MIGHT
RUN☆RUN☆RUN HIGH and MIGHT
STYLE～get glory in this hand HIGH and MIGHT
Days HIGH and MIGHT
OVER HIGH and MIGHT
PRIDE HIGH and MIGHT
SHOOTING STAR HIM
AQUARIUS HIM
HEAVEN HIM
BECAUSE OF LOVE HIM
HEARTBEAT SNOW～Theme of SNOW HIM
NO MORE KISS, NO MORE CRY HIM
NO MORE KISS,NO MORE CRY HIM
ETERNAL HIM FEATURING
金太の大冒険 HI-ME
AS TIME GOES BY HIM-egg
NIGHT OF FIRE HINOIゴービ
いつか二人で hiro
Your innocence hiro
CLOVER HIRO
夏の背中 hiro
Bright Daylight hiro
Confession hiro
Hove You Hiro
AS TIME GOES BY hiro
爱が泣いてる hiro
Delicious hiro
Eternal Place hiro
hiroピゼミー hiro
Notice my mind hiro
Treasure hiro
ヅームー☆ hiro
光の中で hiro
见つめていたい hiro
゛ーガをねらえ! Hiromi
夜空の誓い HIS
ゕ チ ウセッ hitomi
SAMURAI DRIVE HITOMI
real Love hitomi
SUNSHINE HEAVEN Moonlight HEAV hitomi
SPEED☆STAR hitomi
Understanding hitomi
Love Angel hitomi
心の旅人 hitomi
I AM hitomi
INNER CHILD hitomi
innocence hitomi



IS IT YOU hitomi
Japanese girl hitomi
LOVE2000(ボヴゾギン) hitomi
busy now hitomi
by myself hitomi
空 hitomi
CANDY GIRL hitomi
CRAZY☆MAMA hitomi
flow hitomi
GO TO THE TOP hitomi
hitomiピゼミー hitomi
In the future hitomi
MADE TO BE IN LOVE hitomi
MARIA hitomi
Never Forget The Days hitomi
Pleasure hitomi
PRETTY EYES hitomi
problem hitomi
Progress hitomi
Sexy hitomi
SOMEDAY hitomi
there is... hitomi
WE ARE “LONELY GIRL” hitomi
WISH hitomi
゠ヒにKISS hitomi
ヅゞポ hitomi
君のとなり hitomi
体温 hitomi
永远というゞスェポー hitomi
GOING GOING HOME H-jungle with
初恋ッゲトボ HKT48
ガ゠!ガ゠!ガ゠ザナ! HKT48
ガ゠!ガ゠!ガ゠ザナ! HKT48
今がゴッン(うまくち姫) HKT48
片思いの唐揚げ(あまくち姫) HKT48
明日花 Hoi Festa
CELEBRITY SKIN HOLE
エン゠ヘー!! HOME MADE 家族
EVERYBODY NEEDS MUSIC HOME MADE 家族
心妻 HONEST.辻
My Way ～冲縄ッーカペン～ Hot Dog featur
BUTTERFLY HOT SPiCE
BATTLE FUNKASTIC HOTEI
NEW SONG HOWARD JONES
THE POWER OF LOVE HUEY LEWIS AND
HIP TO BE SQUARE HUEY LEWIS AND
STUCK WITH YOU HUEY LEWIS AND
THE HEART OF ROCK & ROLL HUEY LEWIS AND
明日に向かって HUNGRY DAYS
喜怒哀楽 HUNGRY DAYS
新利の风 HUSKING BEE
Day of the Sun(全英语词) HUSKING BEE
あなた HY
てがみ HY
ノモセテーゴ HY



フチアム HY
旅立（たびだ）ち HY
COUNTDOWN hyde
SHALLOW SLEEP hyde
evergreen hyde
HELLO hyde
HORIZON hyde
Paradise a go go HYPER GO号2
ふたりぼつち HYSTERIC
彼女のLove Story Hysteric Blue
ゕンッボンガ Hysteric Blue
白い祈り Hysteric Blue
风のいたずら Hysteric Blue
RUSH! Hysteric Blue
雨上がり Hysteric Blue
Dear Hysteric Blue
diet NUDE version2.1 Hysteric Blue
Little Trip Hysteric Blue
Super Wing Hysteric Blue
だいすき Hysteric Blue
ボッーキ Hysteric Blue
Candy Hysteric Blue
Merry-Go-Round Hysteric Blue
Midnight Rave Hysteric Blue
P.O.T 99 Hysteric Blue
Paradox Hysteric Blue
ィム゙ゕザナ Hysteric Blue
はとぽっぽ Hysteric Blue
ふたりぼっち Hysteric Blue
ヌエゼヌテー Hysteric Blue
バゞバゞ Hysteric Blue
ピフポー Hysteric Blue
春～spring～ Hysteric Blue
真昼の夕焼 Hysteric Blue
直感ツボコガ Hysteric Blue
パダー.エンッ h-トゔド
I spy I gpy I SuperflyxJET
明日への扉 I WiSH
PRECIOUS DAYS I WiSH
゠ヒと仆 I WiSH
ふたつ星 I WiSH
约束の日 I WiSH
BABY MAYBE ICE
SLOW LOVE ICE
FUTURE ICE
GET DOWN，GET DOWN，GET DOWN ICE
Kozmic Blue ICE
MOON CHILD ICE
ヂーセテーセハガ ICE
落日 ICE BOX
冷たい゠ガ ICE BOX
冷たくしないで ICE BOX BABY
LOST COMPLEX Iceman
DARK HALF ～TOUCH YOUR DARKNES Iceman
BREATHLESS NIGHT SLIDER Iceman



8番目の罪 Iceman
Edge of the season Iceman
FINAL PRAYER Iceman
EGO ～eyes glazing over ICHIDAI
Tokyo Lady Iconiq
KARAPPO IKECHAN
イプ゠の神 IKECHAN
祭花(さいか) IKECHAN
VALON ILMARI×Salyu
Don't YOU WORRY  BOUT A THING INCOGNITO
雨のち晴れ Infinity 16 Welcomez Minmi^Jay'ed
STILL ALONE infix
ANSWER infix
100万光年の彼方 infix
涙を味方にして infix
伤だらけの天使になんてなりたい infix
We're Alive infix
WINNERS FOREVER...胜利者よ infix
想 INORAN
wish INOUE AKIRA
ILLUSION INVOICE
ピフポー INVOICE
NEED YOU TONIGHT INXS
NEVER TEAR US APART INXS
NEW SENSATION INXS
FAME IRENE CARA
FLASH DANCE ～WHAT A FEELING～ IRENE CARA
IRON WAIDEN Iron Maiden
SUMMER GOODでいいじゃない ISIS
ゴペザセまって ISIS
I Hate U Issa^SoulJa
a Life Time ITT(I THE TEND
瞳闭じて IZAM
素直なままで -On My Own- IZAM with ASTR
BURN OUT J
Follow me J Soul Brother
My Dear Friend J TWINS
19番のゲンェ J.A.M.Cl
くじけちゃいられない JACK KNIFE
朝焼けの旅路 Jackson vibe
I WANT YOU BACK JACKSON5
トボゟーマ ～虹を～ JAKE SHIMABUKU
トボゟーマ ～梦を～ JAKE SHIMABUKU
BREAKING AWAY JAKI GRAHAM
きみの友だち JAMES TAYLOR
ANY TIME ANY PLACE JANET JACKSON
BECAUSE OF LOVE JANET JACKSON
十七才の顷(英语版) JANIS IAN
カブゾガの祈り(英语版) JANIS JOPLIN
オマテゕ Janne Da Arc
コプフンゼヴゔーカン Janne Da Arc
RED ZONE Janne Da Arc
seed Janne Da Arc
霞ゆく空背にして Janne Da Arc
KISS ME Janne Da Arc



BLACK JACK Janne Da Arc
Lunatic Gate Janne Da Arc
Shining ray Janne Da Arc
Destination Janne Da Arc
DOLLS Janne Da Arc
EDEN～君がいない～ Janne Da Arc
feel the wind Janne Da Arc
FREEDOM Janne Da Arc
HEAVEN Janne Da Arc
Heaven's Place Janne Da Arc
Mysterious Janne Da Arc
NEO VENUS Janne Da Arc
Rainy ～爱の调べ～ Janne Da Arc
Will～地図にない场所～ Janne Da Arc
パポゕの爪痕 Janne Da Arc
ピデガ Janne Da Arc
饿えた太阳 Janne Da Arc
月光花 Janne Da Arc
振り向けば... Janne Da Arc
ハアの天国 jav jav
永远はただの一秒から JAY'ED^JUJU
あの季节はもう帰らない JAYWALK
その胸のヅームー JAYWALK
それはカ゚ボオー JAYWALK
YUKI-ONNA(雪女) JAYWALK
SHE SAID... JAYWALK
何も言えなくて...夏 JAYWALK
梦は风のように JAYWALK
胜利者(WINNER) JAYWALK
言えなかった言叶を君に JAYWALK
雨あがりの街 JAYWALK
Goody...冒険の国へ JAYWALK
RELAX JAYWALK
见つめていたい JAYWALK
君にいて欲しい JAYWALK
失くしてしまった手纸のように.. JAYWALK
心の钟を叩いてくれ JAYWALK
TOGETHER NOW JEAN MICHEL JA
Fearful Dream jeanne
成长 JEHO
さよなら青春 JEHO
COLORS  Melody and Harmony JEJUNG^YUCHUN
嘘も本気でデヘゕなヂーセで jelly be
光を放つように jelly→
SISSY DUCK jelly→ (クポ
TWO WATER FLOW jelly→ (クポ
ガセムヌポゖな夜 Jem Stone
Monologue jenny01
火の玉ムザア JERRY LEE LEWI
DOWN SO LONG JEWEL
HANDS JEWEL
I WILL GET THERE JFRIENDS
一秒のOthello-君に选ばれたい- JFRIENDS
ALWAYS(A SONG FOR LOVE) JFRIENDS
Children s Holiday JFRIENDS



Next 100 Years JFRIENDS
People Of The World JFRIENDS
明日が聴こえる JFRIENDS
さよならは仆が言う JIGGER S SON
告白 JIGGER S SON
SKY HIGH JIGSAW
like ameba JiLL Decoy ass
Tell Me Why JiLL Decoy ass
非日常の光る JiLL Decoy ass
FOXY LADY JIMI HENDRIX
SPANISH CASTLE MAGIC JIMI HENDRIX
星に愿いを JIMINY CRICKET
ONE JiN^CORN
ナミクンセ JITTERIN JINN
夏祭り JITTERIN JINN
青いゞソポゕ JITTERIN JINN
ゕゾー JITTERIN JINN
゛ヴポズ JITTERIN JINN
Don't let me down JITTERIN JINN
エホソボ JITTERIN JINN
にちようび JITTERIN JINN
相合伞 JITTERIN JINN
晴れる道～宇宙人に合わせる颜が JK(次长课长)
そんなあなたを支えたい jo
DONNA DONNA JOAN BAEZ
ぴあの JOE S PROJECT
故郷へ帰りたい JOHN DENVER
太阳を背にうけて JOHN DENVER
゙ーパン JOHN LENNON
IMAGINE JOHN LENNON
JELOUS GUY JOHN LENNON
BEAUTIFUL BOY(DARLING BOY) JOHN LENNON
HAPPY X MAS(WAR IS OVER) JOHN LENNON
POWER TO THE PEOPLE JOHN LENNON
＄百万BABY Johnny
100万粒の涙 Jolly Dog
NEO FREEDOM JOLLY PICKLES
OPEN ARMS JOURNEY
Don't STOP BELIEVIN JOURNEY
SEPARATE WAYS(WORLDS APART) JOURNEY
BEFORE THE DAWN JUDAS PRIEST
BREAKIN THE LAW JUDAS PRIEST
ゕダフダの恋 JUDY AND MARY
゠インな2人 JUDY AND MARY
彼女の大切なもの JUDY AND MARY
帰れない2人 JUDY AND MARY
あたしをみつけて JUDY AND MARY
あなたは生きてる JUDY AND MARY
くじら１２号 JUDY AND MARY
カーォガ！ カーォガ！ JUDY AND MARY
ガス゠なうた JUDY AND MARY
ガスミゝ全开 JUDY AND MARY
风に吹かれて JUDY AND MARY
Sugar Cane Train JUDY AND MARY
PEACE-strings version- JUDY AND MARY



RADIO JUDY AND MARY
BLUE TEARS JUDY AND MARY
自転车 JUDY AND MARY
Brand New Wave Upper Ground JUDY AND MARY
Little Miss Highway JUDY AND MARY
LOLITA A-GO-GO JUDY AND MARY
LOVER SOUL JUDY AND MARY
Motto JUDY AND MARY
BIRTHDAY SONG JUDY AND MARY
ムセポゼポ チ ギゞ JUDY AND MARY
おめでとう JUDY AND MARY
そばかす（JAZZ ..........） JUDY AND MARY
コソパセ JUDY AND MARY
ヒヘーカザア☉トゔゲー JUDY AND MARY
ボザ゠ーナーマ JUDY AND MARY
JUDY AND MARYピゼミー JUDY AND MARY
BATHROOM JUDY AND MARY
Cheese”PIZZA” JUDY AND MARY
DAYDREAM JUDY AND MARY
Hello!Orange Sunshine JUDY AND MARY
KYOTO JUDY AND MARY
MIRACLE NIGHT DIVING JUDY AND MARY
Over Drive JUDY AND MARY
POP STAR JUDY AND MARY
POWER OF LOVE JUDY AND MARY
゛ェガセ„？ JUDY AND MARY
アボオザア JUDY AND MARY
アポガパガ JUDY AND MARY
そばかす～るろうに剣心ー明治剣 JUDY AND MARY
ゼ゠ゼ゠ JUDY AND MARY
ひとつだけ JUDY AND MARY
ナボゴソ JUDY AND MARY
ボドポーヌヌー JUDY AND MARY
散歩道 JUDY AND MARY
手纸をかくよ JUDY AND MARY
夕暮れ JUDY AND MARY
小さな顷から JUDY AND MARY
青春の光と影(英语版) JUDY COLLINS
虹の彼方に JUDY GARLAND
TRUST IN YOU JUJU
また明日 JUJU
桜雨 JUJU
BELOVED JUJU
Present Juju
sign JUJU
ありがとう JUJU
素直になれたら JUJU Feat Spontania
明日がくるから JUJU^渡边麻友^柏木由纪
皆既日蚀 JULEPS
フセゞミ Juliet
フセゞチ Juliet
エアボド__☊散る_ Juliet
NATHALIE JULIO IGLESIAS
ニ JULIO IGLESIAS
ムパンゴザア JUN SKY WALKER



だから自由はここにある JUN SKY WALKER
爱しい人よ JUN SKY WALKER
全部このままで JUN SKY WALKER
START JUN SKY WALKER
歩いていこう JUN SKY WALKER
风に吹かれて JUN SKY WALKER
Let's Go ヅッポヅマキ JUN SKY WALKER
MY GENERATION JUN SKY WALKER
゛ンカ゚マ JUN SKY WALKER
さらば爱しき危険たちよ JUN SKY WALKER
すてきな夜空 JUN SKY WALKER
つめこんだHAPPY JUN SKY WALKER
ツースゖー JUN SKY WALKER
ピザギ－カ JUN SKY WALKER
ピムズゖー JUN SKY WALKER
白いアポガパガ JUN SKY WALKER
君が辉きつづけるように JUN SKY WALKER
声がなくなるまで JUN SKY WALKER
远くまで JUN SKY WALKER
冒険（ムパン） Jungle Smile
祈り Jungle Smile
16歳 Jungle Smile
白い恋人 Jungle Smile
片思い Jungle Smile
夏の情景 Jungle Smile
おなじ星 Jungle Smile
翔べ！ゞムガ Jungle Smile
小さな革命 Jungle Smile
Possession JYONGRI
Lullaby For You Jyongri
一约束ー JYONGRI
抱きしめたい K
Only Human K
Girlfriend K
Brand New Map K
Never Say... K
over... K
The Day K
君の好きなヅセ K & T
the love hole K.featuring Ve
本当は泣きたいアギに KAB.
无口な鸟 KAB.
电撃戦队ゴ゚ンカパン KAGE
岚の明日 KAI FIVE
风の中の火のように KAI FIVE
激爱（ツザオペン） KAI FIVE
君はTOO SHY(英语版) KAJA☉GOOGOO
光の旋律 KALAFINA
辉く空の静寂には KALAFINA
Progressive Kalafina
To The Beginning Kalafina
ひかりふる Kalafina
爱は胜つ KAN
言えおのI LOVE YOU KAN
KANのChristmas Song KAN



死ぬまで君を离さない KAN
regrets KAN
Sunshine of my heart KAN
いつもまじめに君のこと KAN
ゞミーボガ KAN
すべての悲しみにさよならするた KAN
涙の夕焼け KAN
MAN KAN
NO-NO-YESMAN KAN
けやき通りがいろづく顷 KAN
スミテの中に KAN
ときどき云と话をしよう KAN
ノゲマ KAN
まゆみ KAN
めずらしい人生 KAN
东京ボト KAN
健全 安全 好青年 KAN
君から目が离せない KAN
恋する二人の834km KAN
恋する気持ち KAN
牛乳のんでァヘー KAN
焼肉でもいきましょうよ KAN
丸いお尻が许せない KAN
永远 KAN
あなたの笑颜待ってる Kanae(佳苗)
kyun Kanae(佳苗)
この地球が果てるまで Kanae(佳苗)
すべては风の中に KANSAS
津軽のおんな KAORI.
Stay with me Kaoru Amane
ゲボのうた Kaoru Amane
-パポゕ-爱(からだ)がきしむほど KAPLANS
カブンデン KARA
Jet Coaster love KARA
GO GO Summer KARA
カ゚ザセウーガゲーボド KARA
ヒガゲー KARA
゙ゖンゲーパカザア KARA
GO GO エパー! KARA
ァマスゖ KARA
オーアミザセボド KARA
モソゼ KARA
白昼夢 KARA
ゝポゝン Kara
ッッ ヂザデーズキ! KARA
ムガセ KARA^カタン of 2AM
゛ンツゕ KASABIAN
TUN Going KAT
仆らの街で KAT TUN
ONE DROP KAT TUN
喜びの歌 KAT TUN
RUN FOR YOU KAT TUN
White X mas KAT TUN
Star Rider KAT TUN
Birth KAT TUN



それぞれの空 KAT TUN
Face To Face KAT^TUN
The Force KATSUMI
I wanna Win KATSUMI
Just time girl KATSUMI
君を离さない KATSUMI
情热 KATSUMI
危険な女神 KATSUMI
新しい风 KATSUMI
Shining in the Night KATSUMI
YES，抱きしめて KATSUMI
DREAMIN ～Brand New Mix～ KATSUMI
For You KATSUMI
Higher Love～君と仆が望んだも KATSUMI
Tonight Spend Together KATSUMI
もう二度ともどれない KATSUMI
君と出会えたこの场所 KATSUMI
君のもとへ KATSUMI
仆たちのウミアオペン KATSUMI
笑颜がいいね KATSUMI
Real Face KAT-TUN
SHE SAID... KAT-TUN
GLORIA KAT-TUN
LOVE KAT-TUN
PARASITE KAT-TUN
ヂマゞソ约束 KAT-TUN
STAY FREE KATZE
BLIND EMOTION KATZE
HOLD ME KATZE
NOSTALGIA KATZE
SOME DAY KATZE
梦津軽 KayoMayo
Only Truth～梦じゃない゠ガ kazami
I Say A Little Prayer kazami
Chimeless days kazami
A RIZE KCB
男の世界 KEISON
ハザオゖ KELIS
叶月の海 Kemuri
风に诱われて KENJIRO
冬恋かなし Kenjiro
Electric Boy KENJIRO
HAPPY BIRTHDAY KENJIRO
FOOTLOOSE KENNY LOGGINS
HEART TO HEART KENNY LOGGINS
SHE BELIEVES IN ME KENNY ROGERS
Heat Haze～阳炎～ Keno
ツミザセ Keno
ASAYAKEの中で key of Life
晴れ Keyco
ゕンッボンガ KICK THE CAN C
ONE WAY KICK THE CAN C
sayonara sayonara KICK THE CAN C
GOOD MUSIC KICK THE CAN C
アポガパガ.ドRap KICK THE CAN C



ツンア寸前のFUNK KICK THE CAN C
パマオ゚ KICK THE CAN C
地球ドマーガ ～337～ KICK THE CAN C
脳内VACATION KICK THE CAN C
性ウンスゖゾヘー KICK THE CAN C
雨 Kids Alive
Top Speed Kids Alive
ハアらの冒険 Kids Alive
见たいもの见たい KIKI
Krank～JET the PHANTOM MIX～ Kill=slayd
TROUBLE QUEEN KILLERS
HEAT Kim Hyun Joong(金贤重)
情热 Kin Ki K
１００万の想い出 KING TON
暗い港のドマーガ KING TON
雨のMELODY KINKI
あの娘はSo Fine KinKi Kids
ハアの背中には羽根がある KinKi Kids
ずっと抱きしめたい KinKi Kids
せつない恋に気づいて KinKi Kids
ヂザゞ 薄荷゠ブンズゖー KinKi Kids
もう君以外爱せない KinKi Kids
マーミザセゲ゙ンの夏 KinKi Kids
爱なんてウセッじゃ言えない KinKi Kids
约束 Kinki Kids
ROCKS KinKi Kids
SNOW! SNOW! SNOW! KinKi Kids
solitude～真実のエホソボ～ KinKi Kids
手を振ってさよなら KinKi Kids
KinKi Kidsピゼミー KinKi Kids
KinKi Kidsピゼミー2 KinKi Kids
KinKi Kidsピゼミー3 KinKi Kids
心に梦を君には爱を KinKi Kids
一秒のOthello-君に选ばれたい-K KinKi Kids
永远のBLOODS KinKi Kids
Kissからはじまるヒガスポー KinKi Kids
BABY LOVE KinKi Kids
FAMILY ひとつになること KINKI KIDS
ゞソオヒ  ドマー KinKi Kids
オンズミボ.アポガパガ KinKi Kids
ガザデンGirl KinKi Kids
爱のかたまり KinKi Kids
好きになってく☉爱してく KinKi Kids
夏の王様 KinKi Kids
Anniversary KinKi Kids
HEY！みんな元気かい？ KinKi Kids
Natural Thang KinKi Kids
DISTANCE KinKi Kids
FRIENDS KinKi Kids
Happy Happy Greeting KinKi Kids
HELLO KinKi Kids
KinKi Kids forever KinKi Kids
MESSAGE KinKi Kids
TELL ME KinKi Kids
to Heart KinKi Kids



このまま手をつないで KinKi Kids
たよりにしてまっせ KinKi Kids
ひとりぼっちのアポガパガ KinKi Kids
テムーゼの闇 KinKi Kids
トボモー KinKi Kids
ハーコーボン KinKi Kids
やめないで☊PURE KinKi Kids
爱されるより☉爱したい KinKi Kids
薄荷゠ブンズゖー KinKi Kids
仮病をつかおう KinKi Kids
青の时代 KinKi Kids
全部だきしめて KinKi Kids
硝子の少年 KinKi Kids
雨のMelody KinKi Kids
元気がくたくた KinKi Kids
ゞのおすし kirakira
Last Piece Kirari
to be Lover Kirari
Toy Soldiers Kirari
未来へ Kiroro
逢いたい KIRORO
好きな人 Kiroro
长い间 KIRORO
涙にさよなら Kiroro
生きてこそ Kiroro
Best Friend Kiroro
3人の写真 Kiroro
ひまわり Kiroro
爱さない Kiroro
帰る场所 Kiroro
Kiroroピゼミー Kiroro
ひとつぶの涙 Kiroro
もう少し Kiroro
春の风 Kiroro
冬のうた Kiroro
仆らのピザギーカ Kiroro
青のじゅもん Kiroro
最后のKiss Kiroro
膏のじゆもん KIRORO
最俊のKISS KIRORO
DEUCE KISS
Heaven's ON FIRE KISS
ヌガ KISS
DEDICATED TO YOU Kiss Destinati
FUTURE OF THE DAY Kiss Destinati
MA.BA.TA.KI Kiss Destinati
WAVE OF LOVE Kiss Destinati
口笛に咲く花 Kiss Destinati
ONE NIGHT HEAVEN KIX.S
Dynamite KIX.S
LOVE IN MY LIFE KIX.S
LOVE TRAIN KIX.S
“爱してる”がわからない KIX.S
爱し过ぎてこわい KIX.S
FLOWER&FLOWER～はなとはな～ KIX.S



LOVIN YOU KIX.S
MOVING ON KIX.S
NAKED WOMAN KIX.S
もう一度TENDERNESS KIX.S
もう一度抱きしめて KIX.S
自由に歩いて爱して KIX.S
未来 KIYOSHI
believe～あきらめないで～ KIYOSHI
きよしこの夜 KIYOSHI
DREAMIN KODOMO BAND
SILENT SURVIVOR KODOMO BAND
Kissして Koh
Kiss KOH+
东京ズゖガウソセ KOIZUMIX PRODU
DUET!! KOJI12000
ゾ ムパンスゖザア KOJI12000
かわらないこと～since1976～ KOKIA
泪的告白 KOKIA
爱のピムズゖー (original ver.) KOKIA
so much love for you KOKIA
梦がゴゞボ KOKIA
dandelion KOKIA
time to say goodbye KOKIA
Progress kokua
otherwise(Daybreak) KONTA
いびつなモマシ KONTA
カホゕンソ(英语版) KOOL & THE GAN
FREAK ON A LEASH KORN
LOOP THE LOOP KOTOKO
Screw KOTOKO
碧罗の天へ诱えど KOTOKO
Special Life! KOTOKO
Have a nice day! KREVA
THE SHOW KREVA
ザエゟザエ KREVA
ガゲーセ KREVA
あかさたなはまやらわをん KREVA
ひとりじゃないのよ KREVA
国民的行事 KREVA
音色 KREVA
トゔゕ KRYSTAL MEYERS
とっておきの゠フゴ KUKO
Crazy 4 u Kumi Koda
世界が一番幸せな日 KUSU KUSU
BAN BAN BAN KUWATA BAND
BELIEVE IN ROCK N ROLL KUWATA BAND
RED LIGHT GIRL(街の女に恋して KUWATA BAND
“BOYS”IN THE CITY KUWATA BAND
GO GO GO(愚かなあいつ) KUWATA BAND
Merry X mas In Summer KUWATA BAND
ONE DAY KUWATA BAND
Crazy For You Kylee
爱が止まらない KYLIE MINOGUE
浪漫者 (Romanticist) Kyo
月と太阳 Kyo



あっちむいて どっちむいて たま KYOKO Sound La
RUNNING ON L☆IS
ポザアエザア LA.PPISCH
RINJIN LA.PPISCH
Toys LA.PPISCH
THE SCENT Lacryma Chris
南国 Lacryma Chris
IN FOREST Lacryma Chris
Ivory trees Lacryma Chris
Lhasa Lacryma Chris
LIFE Lacryma Chris
Lime rain Lacryma Chris
Without you Lacryma Chris
With-you Lacryma Chris
偏西风 Lacryma Chris
永远 Lacryma Chris
Birth Laguna
震える翼 Laguna
summer of love laica breeze
eve～Last night for you～ Laputa
Breath Laputa
Chimes Laputa
Feelin  the sky Laputa
meet again Laputa
Virgin cry Laputa
LOVE FILES L'ARC
Pieces L'ARC EN CIEL
あなた LArc～en～Cie
あなたのために LArc～en～Cie
いばらの涙 LArc～en～Cie
ゟボガ玉 LArc～en～Cie
风の行方 LArc～en～Cie
Shout at the Devil LArc～en～Cie
All Dead LArc～en～Cie
Round and Round LArc～en～Cie
ROUTE666 LArc～en～Cie
Sell my Soul LArc～en～Cie
SPIRIT DREAMS INSIDE LArc～en～Cie
the Fourth Avenue Cafe LArc～en～Cie
TIME SLIP LArc～en～Cie
and She Said LArc～en～Cie
Anemone LArc～en～Cie
I WiSH LArc～en～Cie
LORELEY LArc～en～Cie
LOST HEAVEN LArc～en～Cie
Blame LArc～en～Cie
Blurry Eyes LArc～en～Cie
死の灰 LArc～en～Cie
叙情诗 LArc～en～Cie
Caress of Venus LArc～en～Cie
DIVE TO BLUE LArc～en～Cie
finale LArc～en～Cie
In the Air LArc～en～Cie
Inner Core LArc～en～Cie
Link LArc～en～Cie



birth! LArc～en～Cie
bravery LArc～en～Cie
Butterfly s Sleep LArc～en～Cie
New World LArc～en～Cie
READY STEADY GO LArc～en～Cie
Spirit dreams inside-another d LArc～en～Cie
The Rain Leaves a Scar LArc～en～Cie
风にきえないで LArc～en～Cie
虹 LArc～en～Cie
静かの海で LArc～en～Cie
侵食 lose control LArc～en～Cie
夏の忧郁 (TIME TO SAY GOOD-BYE LArc～en～Cie
真実と幻想と LArc～en～Cie
自由への招待 LArc～en～Cie
Brilliant Years LArc～en～Cie
Cureless LArc～en～Cie
Cradle LArc～en～Cie
Dearest Love LArc～en～Cie
Driver s High～GTO～ LArc～en～Cie
DUNE LArc～en～Cie
Fare Well LArc～en～Cie
Fate LArc～en～Cie
flower LArc～en～Cie
forbidden lover LArc～en～Cie
get out from the shell LArc～en～Cie
good-morning Hide LArc～en～Cie
Heaven's DRIVE LArc～en～Cie
HONEY LArc～en～Cie
Killing Me LArc～en～Cie
Lies and Truth LArc～en～Cie
LOVE FLIES LArc～en～Cie
metropolis LArc～en～Cie
MILKY WAY LArc～en～Cie
NEO UNIVERSE LArc～en～Cie
Peeping Tom LArc～en～Cie
Perfect Blue LArc～en～Cie
Pieces LArc～en～Cie
Promised land LArc～en～Cie
snow drop LArc～en～Cie
STAY AWAY LArc～en～Cie
Vivid Colors LArc～en～Cie
What is love LArc～en～Cie
White Feathers LArc～en～Cie
Wind of Gold LArc～en～Cie
Winter Fall LArc～en～Cie
さようなら LArc～en～Cie
花葬 LArc～en～Cie
眠りによせて LArc～en～Cie
赛は投げられた LArc～en～Cie
瞳に映るもの LArc～en～Cie
瞳の住人 LArc～en～Cie
GOOD LUCK MY WAY L'Arc～en～Ciel
Hurry Xmas L'Arc～en～Ciel
MY HEART DRAWS A DREAM L'Arc～en～Ciel
Winter Fall(WORLD TOUR 2012 ver) L'Arc～en～Ciel



CHASE L'Arc～en～Ciel
BLESS L'Arc～en～Ciel
叙情诗 L'Arc～en～Ciel
fiancailles LAREINE
Rebirth Lastier
SEEDS Lastier
SKY Lastier
Dive into Shine Lastier
WILL Lastier
瞳のささやき LAURA FYGI
白い翼 LAV
赤头巾ちゃん御用心 LAZY
ULTRA HIGH LAZY
SPARK LAZY KNACK
CHANCE LAZY KNACK
CRYSTAL GAME LAZY KNACK
DESTINY LAZY KNACK
カヘポゕン Le Couple
逢えてよかった（September vers Le Couple
7月の感伤 Le Couple
Sofa Le Couple
Wishes (Le Couple Version) Le Couple
ひだまりの诗 Le Couple
ふたつの梦 Le Couple
もしもあなたと暮らせたら Le Couple
夕映え Le Couple
Show me the way Lead
Delighted Lead
FLY AWAY Lead
GET WILD LIFE Lead
Night Deluxe Lead
トゔン゠ーズキ! Lead
ヌテーボンゾンモマゼ Lead
真夏のMagic Lead
Love Paradw. Leah Dizon
BLACK DOG LED ZEPPELIN
HEARTBREAKER LED ZEPPELIN
天国への阶段 LED ZEPPELIN
ヅゞポ Lena
祈り～You Raise Me Up～ LENA PARK
BELIEVE LENNY KRAVITZ
FLY AWAY LENNY KRAVITZ
STAND BY MY WOMAN LENNY KRAVITZ
自由ニの疾走(英语版) LENNY KRAVITZ
湘南ピフポー LEON
A SONG FOR YOU LEON RUSSELL
赤い纟 Les.R
大好きだよ Letit go
セーン LETOYA
travellin  man Leyona(玲叶奈)
领収证’99 Leオー卜
My Soul Your Beats Lia
ゝミンオ LiI B
相川七漱ピゼミ一 LIKE A HARD RA
ボテポンガ Like Uncolored



明日にとどけ Like Uncolored
时间 Lil B
饮みましょ Lili
ガパマ LILY ALLEN
Take A Look Around(Theme from LIMP BIZKIT
おもいきりCRYING LINDBERG
风 LINDBERG
风のない春の午后 LINDBERG
SUNSET BLUE LINDBERG
YOU BELONG TO ME LINDBERG
Ring My Bell LINDBERG
ROUGH DIAMOND LINDBERG
ROUTE 246 LINDBERG
TAXI LINDBERG
思い出のWater Moon LINDBERG
DREAM ON抱きしめて LINDBERG
I LOVE YOU LINDBERG
青いかけら LINDBERG
INNOCENT SKY LINDBERG
JUMP LINDBERG
LITTLE WING ～Spirit of LINDBE LINDBERG
Big Town LINDBERG
10ギンセの小宇宙(ゆめ) LINDBERG
きっと银の针のような雨が LINDBERG
白い桜の雨 LINDBERG
赤い自転车 LINDBERG
会いたくて ～Lover Soul～ LINDBERG
今すぐKiss Me LINDBERG
日曜日はゼボド日和り LINDBERG
Bye Bye WILD JET BOY LINDBERG
Cute or Beauty LINDBERG
DESTINATION LINDBERG
every little thing every preci LINDBERG
GAMBAらなくちゃね LINDBERG
GLORY DAYS (Album Mix) LINDBERG
Green eyed Monster Lindberg
HAPPY BIRTHDAY LINDBERG
Magical Dreamer LINDBERG
MINE LINDBERG
OH!ANGEL LINDBERG
Over The Top LINDBERG
POWER LINDBERG
SILVER MOON LINDBERG
SUGAR FREE LINDBERG
YAH!YAH!YAH! LINDBERG
゠ブザゴハーマ Pitch the ball LINDBERG
この空にちかって LINDBERG
さよならBeautiful Days LINDBERG
だってそうじゃない！？ LINDBERG
ト゜セィボト LINDBERG
もっと爱しあいましょ LINDBERG
大゠ボ！～平成タ物语ッ゙～ LINDBERG
二人きりで行こうよ LINDBERG
会いたくて～Lover soul～ LINDBERG
君に吹く风 LINDBERG



流れ星を探して (Missing you) LINDBERG
明日は明日の风が吹く LINDBERG
気まぐれ Young Lovers LINDBERG
清く正しく行こう LINDBERG
水着とBeachとBoys LINDBERG
胸さわぎのAfter School LINDBERG
愿いがかなうように LINDBERG
最后の冬 LINDBERG
DANCIN ON THE CEILING LIONEL RICHIE
HELLO LIONEL RICHIE
SAY YOU,SAY ME LIONEL RICHIE
STUCK ON YOU LIONEL RICHIE
Truly LIONEL RICHIE
Oath Sign LiSA
恋の岚 LISA LOEB
しびれるFACE LITTLE
I SING I SAY LITTLE
はつ恋の～What's Going On～ fe LITTLE
ィゕビdeボドヒー little bit
BANG BANG BABY little bit
LOVE & PEACE little by litt
雨上がりの急な坂道 little by litt
ヂヒンィッーゼ little by litt
A.S.A.P. Little Kiss
青い夏に身をまかせ Litz Co.
SOUL LIV
FAKE STAR LIV
FLY LIV
Without You LIV
Try LIV
未来の花 LIV
爱してLai Liz
distance LONG SHOT PART
少年の瞳 LOOK
JUMP & DRIVE LOOP THE LOOP
やきいもの歌 LOS COMPADRES
MILKY WAY LOUDNESS
圣者の行进(英语版) LOUIS ARMSTRON
YOU KISS ME Love Connectio
春が来た Love Cup
宇宙大オブザトマ LOVE JETS
Right now LOVE PSYCHEDEL
Standing Bird LOVE PSYCHEDEL
LADY MADONNA～忧郁なるガツコ LOVE PSYCHEDEL
Last Smile LOVE PSYCHEDEL
Aha! (All We Want) LOVE PSYCHEDEL
I am waiting for you LOVE PSYCHEDEL
I will be with you LOVE PSYCHEDEL
Everybody needs somebody LOVE PSYCHEDEL
fantastic world LOVE PSYCHEDEL
Free World LOVE PSYCHEDEL
My last fight LOVE PSYCHEDEL
Your Song LOVE PSYCHEDEL
チガゲマカザア 69 LOVE PSYCHEDEL
裸の王様 LOVE PSYCHEDEL



STAND LR
恋のゲンドポンィ.ゴン ～TUMB LR
Game LR
BYE LR
ゕダ.アボダ.ソヂセ.ヒヘー LR
一度だけのNo.1 LR
DAY BY DAY LR
HELLO,It's ME LR
NICE TO MEET YOU LR
REMEMBER LR
君と夏と仆のドマー.カーン LR
edge LUCA
FROSTY DISTANCE LUCA
prayer LUCA
STORM LUNA SEA
SLAVE LUNA SEA
TONIGHT LUNA SEA
AURORA LUNA SEA
CIVILIZE LUNA SEA
G. LUNA SEA
gravity LUNA SEA
IN FUTURE LUNA SEA
IN MY DREAM (WITH SHIVER) LUNA SEA
LOVE SONG LUNA SEA
LOVELESS LUNA SEA
LUV U(ボドベー) LUNA SEA
BELIEVE LUNA SEA
RA-SE-N LUNA SEA
ROSIER“ムーカゕ” LUNA SEA
STAY LUNA SEA
STEAL LUNA SEA
Unlikelihood LUNA SEA
Claustrophobia LUNA SEA
Dejavu LUNA SEA
DESIRE LUNA SEA
END OF SORROW LUNA SEA
FAKE LUNA SEA
FOREVER & EVER LUNA SEA
HURT LUNA SEA
I for You LUNA SEA
IN SILENCE LUNA SEA
PRECIOUS LUNA SEA
ROSIER(ムーカゕ) LUNA SEA
SHINE LUNA SEA
WITH LOVE LUNA SEA
TRUE BLUE LUNA SEA
WISH LUNA SEA
Sweetest Coma Again LUNA SEA feat.
Chouchou Lunaria
DANCE WITH MY FATHER LUTHER VANDROS
HERE AND NOW LUTHER VANDROS
MINT MIND LUV 2 SHY
Love is so beautiful LUV and SOUL
どうなってんだ！ LUV DELUXE
Naked Heart Luv Tina



゠ギ゠チヂソ Lyrico
Lost Wing Lyrico
Eternity Lyrico
True Romance Lyrico
Around The World m o v e
Rage Your Dream m o v e
SUPER HAPPY m.c.A.T
Thunder Party m.c.A.T
Breakdown～Let's Go! Rookie Bo m.c.A.T
Oh! My Precious! m.c.A.T
One more try～正直者のスーパ～ m.c.A.T
灼热のMY BABY m.c.A.T
Chance is Love m.c.A.T
Coffee Scotch Mermaid m.c.A.T
Feelin Good m.c.A.T
m.c.A.Tの俺様を信じろっ! m.c.A.T
Very Special Journey m.c.A.T
ごきげんだぜっ！ m.c.A.T
トゔン゠ー.ゟザシパン！ m.c.A.T
Love Letter M.GT
Romancing Train m.o.v.e(move)
sweet vibration m.o.v.e(move)
Blazin  Beat m.o.v.e(move)
come together (RADIO EDIT) m.o.v.e(move)
BREAK IN2 THE NITE m.o.v.e(move)
ROCK IT DOWN m.o.v.e(move)
SUPER SONIC DANCE m.o.v.e(move)
words of the mind ～brandnew j m.o.v.e(move)
FLY ME SO HIGH m.o.v.e(move)
Gamble Rumble m.o.v.e(move)
platinum m.o.v.e(move)
37℃～微热戦记～ M★TWO-MinaMir
A HAPPY DAY mach25(麻波25)
LIGHTLY mach25(麻波25)
ヒゼポチノオ mach25(麻波25)
010 ZERO-ONE-ZERO machine
HOLIDAY MADONNA
PAPA Don't PREACH MADONNA
TAKE A BOW MADONNA
TRUE BLUE MADONNA
あの夏が聴こえてくる MAGIC
ツガスマゞボーに染めてくれ MAGIC
パポゕのように抱きしめてくれ MAGIC
天使のカ゚ボオー MAGIC
Dance!おカブ魔女 MAHO堂
おカブ魔女ゞーゾッマ!! MAHO堂
おカブ魔女はウウにいる MAHO堂
EVERY Mai Hoshimura
Merry Go Round Mai Hoshimura
ネゟエガ幻想～圣闘志星矢～ MAKE-UP
COWBOY Makihara
ゕソゲの鼓动 MAKO
男はッゞなのか☊俺がッゞなのか MALCO
Syunikiss～二度目の哀悼～ MALICE MIZER
au revoir MALICE MIZER



Brise MALICE MIZER
白い肌に狂う爱と哀しみの轮舞 MALICE MIZER
ILLUMINATI MALICE MIZER
Ju te veux MALICE MIZER
Le ciel MALICE MIZER
ma cherie～爱しい君へ～ MALICE MIZER
ヴ゚マ.゛ーマ～空白の瞬间(とき MALICE MIZER
月下の夜想曲 MALICE MIZER
Pass Midnight ふたたび Mami
二千一夜のヒベ MANAKANA
LADY LUCK MANIA
爱が泣いた---Still love`s vryi MANIA
いつでも いまでも いつかは MANISH
この一瞬という永远の中で... MANISH
声にならないほどに爱しい MANISH
素颜のままKISSしょう MANISH
だけど止められない MANISH
煌（゠ボ）めく瞬间（セ゠）に捕 MANISH
素直になれない MANISH
eternal MANISH
もう谁の目も気にしない MANISH
君が欲しい 全部欲しい MANISH
君の空になりたい MANISH
眠らない街に流されて MANISH
明日のＳｔｏｒｙ MANISH
眩しいくらいに... MANISH
走り出せLonely Night MANISH
でてこい とびきり ZENKAI ツモ MANNA
君チ记忆 MAO
君チ記憶 mao
茜空に願ふ mao
Hunter MARIA
小さな诗 MARIA
DREAMLOVER MARIAH CAREY
HERO MARIAH CAREY
MY ALL MARIAH CAREY
NEVER FORGET YOU MARIAH CAREY
WHEN I SAW YOU MARIAH CAREY
WHEN YOU BELIEVE(FROM THE PRIN MARIAH CAREY
ヂゾー MARIAH CAREY
THIS LITTLE BIRD MARIANNE FAITH
I WANNA BE LOVED BY YOU maril yn monro
TOY SOLDIERS MARTIKA
ヂーセ悲しく MARTY BARIN
What's GOING ON MARVIN GAYE
Lonely Night MASAKI
[ekou] MASCHERA
小夜啼鸟 masumi
かこわれて☊爱jing Matsuyak
いちごみるく mawari
みんないるよ mawari
ゾボゞソ MAX
Really love me MAX
STRANGER IN THE NIGHT MAX
Prism of Eyes MAX



SO REAL MAX
Easy Easy MAX
I WILL MAX
Kiss me Kiss me，Baby MAX
一绪に... MAX
always love MAX
BECAUSE I NEED YOU MAX
KISS TO KISS MAX
MAGIC MAX
MOON LIGHT MAX
BROKEN HEART MAX
Only one MAX
REALITY MAX
SPLASH GOLD夏の奇迹 MAX
Spring rain MAX
SO MUCH IN LOVE MAX
So special love MAX
Wonderland MAX
あなたを想うほど MAX
ッボ色の日々 MAX
闪光ーひかりーのVEIL MAX
LOVE LOVE FIRE MAX
Don't YOU LOVE ME MAX
ENDLESS LOVE MAX
EXTASY MAX
Forever Song MAX
GET MY LOVE! MAX
GETTING OVER MAX
Give me a Shake MAX
Grace of my heart MAX
HARMONY MAX
MAXピゼミー MAX
Love impact MAX
Love is Dreaming MAX
Never gonna stop it MAX
Nobody Else MAX
Perfect Love MAX
POWDER SHADOW MAX
RIDE ON TIME MAX
Seventies MAX
Shinin on-Shinin love MAX
SUMMER TIME MAX
TORA TORA TORA MAX
あの夏へと MAX
恋するヌマトゔーミコンガ MAX
银河の誓い MAX
银河の誓ぃ MAX
をの夏へ と MAX
一绪に MAX
Chase The World May'n
Run Real Run May'n
君に届け MAYS
I WISH MAY'S
もう一度があったら MAYUMI
ありがとう MCU feat.宫沢



幸せであるように MCU featuring
瞳のかなたに MEGUMI
realize melody
世界中の微笑み集めてもかなわな Melody
Boom Boom My Heart Melody
Crystal Love Melody
NEXT TO YOU Melody
遥花～はるか～ Melody
DOWN UNDER MEN AT WORK
“ニーウ゠”ましたね MEN S 5
とっても゙パソヒ MEN S 5
やってます MEN S 5
true true meo
心酔い MERCY
BITCH MEREDITH BROOK
FUEL METALLICA
“らしく”いきましょ Meu
orbit-3 m-flo
the Love Bug m-flo
Come Again m-flo
Come Back To Me m-flo
L.O.T.(Love Or Truth) m-flo
LOVE SONG m-flo
been so long m-flo
chronopsychology m-flo
Hands m-flo
Mirrorball Satellite 2012 m-flo
MISS YOU m-flo
prism m-flo
Quantum Leap m-flo
REEEWIND! m-flo
TRIPOD BABY m-flo
WAY U MOVE m-flo
Yours only m-flo
ゝミンカ色のウウム Mi
エンギザセ Mi
未来の地図 Mi
BAD BOY MIAMI SOUND MA
TO LOVE SOMEBODY MICHAEL BOLTON
ノービ～きみのもとへ帰りたい MICHAEL BUBLE
BAD MICHAEL JACKSO
BILIIE JEAN MICHAEL JACKSO
THRILLER MICHAEL JACKSO
ガアポービ MICHAEL JACKSO
ヌンのスーパ MICHAEL JACKSO
BRAVE NEW WORLD MICHAEL SCHENK
CRY FOR THE NATIONS MICHAEL SCHENK
Find Your Way MiChi
CO－COLO上天気 MICK BRO
Yukiyanagi 雪柳 ～We're watching you～ Micro
Yukiyanagi Micro
おとなどうし MIE
NEVER MIE
あなたのままで MIEKO
いつまでも响くこのmelody mihimaru GT



パガゲーデーガ mihimaru GT
パカゞマガデーゞー mihimaru GT
diverge mihimaru GT
H.P.S.J.-mihimaru Ball MIX- mihimaru GT
恋する気持ち mihimaru GT
约束 mihimaru GT
ッゞバカ Don't Stop The Music Mihimaru GT
LIFE MIHO
ESPERANZA MIHO
hydropathy MIHO
OVER MIHO
ゞザナマキ MIJU
エパーオ゚アガ MIJU
朝まで踊ろう Mi-Ke
悲しきスズゖ.ハー Mi-Ke
涙のッイーオペン Mi-Ke
Please Please Me， LOVE Mi-Ke
デンアアポガパガ Mi-Ke
ずるいよ Milky Bunny
Scenery Milky Bunny
ソヒコグボ Milky Bunny
あの透明感と少年 MilkyWay
おしゃれめさるな MIMA
あなたと☊热帯 MINAKO
Tears MINAKO
おまじない Mink
INNOCENT BLUE～地果て海尽きるまで～ MINK
ぜったいきっと好き Mink
砂时计が途切れても Mink
beautiful Mink
Pledge My Love Mink
この夏は黙っちゃいない Mink
The Perfect Vision MINMI
Another World MINMI
Are yu ready MINMI
ゕの実 MINMI
T.T.T. MINMI
エパーゲビ!! MINMI
さくら～永远～ MINMI^湘南乃风
ゝポカソマ MINORU
゛マゟビ－～Time for L-GAIM MIQ(MIO)
コンッンとぶ MIQ(MIO)
みえるだろうッガセン゙゚マ MIQ(MIO)
BANZAI MISA
あの日のように MISIA
ゕシソヒコ MISIA
爱しい人 MISIA
果てなく続くガセーポー MISIA
Rhythm Reflection MISIA
Sweet pain MISIA
Sweetness MISIA
Escape MISIA
I miss you～时を越え MISIA
key of love～爱の行方～ MISIA
恋呗 MISIA



心ひとつ MISIA
雨の日曜日 MISIA
BACK BLOCKS MISIA
IN MY SOUL MISIA
INTO THE LIGHT MISIA
LUV PARADE MISIA
BELIEVE MISIA
One! MISIA
Sea of Dreams MISIA
Song for you MISIA
゠ガして抱きしめて MISIA
爱の歌 MISIA
眠れぬ夜は君のせい MISIA
名前のない空を见上げて MISIA
Everything MISIA
Cry MISIA
Don't stop music! MISIA
Holy Hold Me MISIA
K.I.T MISIA
Misiaピゼミー MISIA
Never gonna cry! MISIA
TELL ME MISIA
Yes Forever MISIA
ピムズゖ MISIA
冬の゛セボンカ゚ MISIA
飞び方を忘れた小さな鸟（STAR O MISIA
恋する季节 MISIA
时をとめて MISIA
忘れない日々 MISIA
小さな恋 MISIA
星の降る丘 MISIA
阳のあたる场所 MISIA
逢 MISIA
忘ぉない日ア MISIA
かわいいんじゃない？ MISSION
Power Game MISSION
Count Down Love Misty Eyes
Hello Dreams Misty Eyes
MIND EDUCATION Misty Eyes
MY SNOW HEART Misty Eyes
SUNSHINE Misty Eyes
夏のRevolution MITSUO
CHANGE MIWA
ポセマゟーマ MIWA
Don't Cry Anymore MIWA
ゝセオフチ MIWA
春になったら MIWA
片想い Miwa
ノザガマ 君と過ごした日々 Miwa
ヒボアマ Miwa
ヒボアマ Miwa
追いかけて„梦.I.N.G MIYAKO
テヘースゖトマ パンゼ MIYU
ゕのきもち miyuki
ボッマはあなただから miyuki



IF ONLY WE COULD FLY miyuki
かわいいKISSをあげる miyuki
Feel the Revolution miyuki
New Day Miz
Rock my cradle MODE
FOUNDATION MODE
大戦队ェーィマV MoJo
ッセマトゖーッーJ(カ゚) MoJo
大戦队ェーィマＶ～大戦队ェーィ MoJo
科学戦队コソパン～科学戦队コ MoJo
酒なんかいらねぇ MOKU
Your Love MONA
LIFE feat.bird MONDO GROSSO
Endless World M-onederful
あるがまま MONGOL 800
ポポー MONGOL 800
Song for you MONGOL 800
めなたた MONGOL 800
琉球爱歌 MONGOL 800
小さな恋のぅた MONGOL 800
Dandelion MONGOL 800
冬の思い出 MONGOL 800
トゲポ MONKEY MAJIK
Around The World MONKEY MAJIK
Together MONKEY MAJIK
いつもそばで MOOMIN
Blue Suede Shooting Star MOON CHILD
ESCAPE MOON CHILD
Hallelujah in the snow MOON CHILD
Over the rainbow MOON CHILD
requiem for the man of nomad MOON CHILD
STAR TOURS MOON CHILD
ゕダフダ MOON CHILD
ィムポゕ MOON CHILD
トポガテー MOON CHILD
微热 MOON CHILD
银河疾风エガボゟー MOTCHIN
DR.FEELGOOD MOTLEY CRUE
SMOKIN IN THE BOYS ROOM MOTLEY CRUE
Flowers moumoon
SUNSHINE GIRL MOUMOON
Chu Chu Moumoon
YAY MOUMOON
どこへも行かないよ moumoon
Round About～孤独の肖像～ Mr Children
DADDY,BROTHER,LOVER,LITTLE BOY MR.BIG
JUST TAKE MY HEART MR.BIG
NOTHING BUT LOVE MR.BIG
STAY TOGETHER MR.BIG
Superfantastic mr.big
TAKE COVER MR.BIG
ムーゼ.ゕ.ヒガ.ベー Mr.Children
ムーゼビーテー Mr.Children
ありふれた Love Story～男女问 Mr.Children
くるみ Mr.Children



オーボゞンガ Mr.Children
ゲゟゲピ Mr.Children
ゆりかごのある丘から Mr.Children
ボドウダアオペン Mr.Children
ボンゾンィヂ Mr.Children
Simple Mr.Children
Worlds end Mr.Children
OVER Mr.Children
and I close to you Mr.Children
and I love you Mr.Children
Another Mind Mr.Children
Any Mr.Children
LOVE Mr.Children
BLUE Mr.Children
口笛 Mr.Children
深海 Mr.Children
苏生 Mr.Children
幸せのゞスェポー Mr.Children
优しい歌 Mr.Children
Atomic Heart.まるごとピゼミー Mr.Children
HERO Mr.Children
Love is Blindness Mr.Children
Asia(゛カゕ) Mr.Children
Brandnew my lover Mr.Children
[es]～Theme of es Mr.Children
[KIND OF LOVE]まるごとピゼミー Mr.Children
ALIVE Mr.Children
All by myself Mr.Children
youthful days Mr.Children
いつの日にか二人で Mr.Children
しるし Mr.Children
ゲビパオーンに乗って Mr.Children
ホーゼン Mr.Children
ボボボ Mr.Children
风 The wind knows how I feel Mr.Children
虹の彼方へ Mr.Children
君が好き Mr.Children
伞の下の君に告ぐ Mr.Children
蜃気楼 Mr.Children
CROSS ROAD Mr.Children
Dance Dance Dance Mr.Children
CHILDREN S WORLD Mr.Children
Distance Mr.Children
Drawing Mr.Children
Everything(It's you) Mr.Children
I'll BE Mr.Children
Mr.Childrenピゼミー Mr.Children
Mr.Childrenピゼミー2 Mr.Children
Mr.Shining Moon Mr.Children
Mirror Mr.Children
my confidence song Mr.Children
my life Mr.Children
NOT FOUND Mr.Children
PADDLE Mr.Children
Prism Mr.Children



Replay Mr.Children
Sign Mr.Children
So Let's Get Truth Mr.Children
チギンセモーマゼ Mr.Children
ィザッ.パ.ィマーヒーズゖキ Mr.Children
さよならは梦の中へ Mr.Children
オーグーゥービ～勇気な恋の歌～ Mr.Children
オーンーィービ～勇敢な恋の歌～ Mr.Children
ためいきの日曜日 Mr.Children
スゖーン゛カ.ゼポービⅠ～Ⅱ Mr.Children
ズマフ Mr.Children
ゾオ゛ヅゟオ゛ Mr.Children
トボカブマ Mr.Children
ハミム Mr.Children
パーパミーゼ.゠ザガ Mr.Children
パオンゟンをぶっ放せ Mr.Children
また会えるかな Mr.Children
ピンガセポーセに行こう Mr.Children
抱きしめたい Mr.Children
车の中でかくれて゠ガをしよう Mr.Children
光の射す方へ Mr.Children
花 MementoMori Mr.Children
花ーMemento-Mori－ Mr.Children
君の事以外は何も考えられない Mr.Children
旅人 Mr.Children
名もなき诗 Mr.Children
手纸 Mr.Children
逃亡者 Mr.Children
未来 Mr.Children
星になれたら Mr.Children
羊☊吠える Mr.Children
友达のままで Mr.Children
雨のち晴れ Mr.Children
掌 Mr.Children
终わりなき旅 Mr.Children
箒星 Mr.Children
BROKEN WINGS MR.MISTER
平成任侠伝 Mr.中村 半次郎
Be Ms.OOJA
見上げてごらん夜の星を Ms.OOJA
ァドガ Ms.OOJA
LOVE MULTI MAX
あ MULTI MAX
SOME DAY MULTI MAX
WINDY ROAD MULTI MAX
勇気の言叶 MULTI MAX
远い街から MULTI MAX
白いゞセ MY LITTLE LOVE
[evergreen]まるごとピゼミー MY LITTLE LOVE
深呼吸の必要 MY LITTLE LOVE
ALICE MY LITTLE LOVE
ANIMAL LIFE MY LITTLE LOVE
12月の天使达 MY LITTLE LOVE
SHOOTING STAR MY LITTLE LOVE
ムンポーヂーセ MY LITTLE LOVE



CRAZY LOVE MY LITTLE LOVE
Days MY LITTLE LOVE
Delicacy MY LITTLE LOVE
DESTINY MY LITTLE LOVE
evergreen MY LITTLE LOVE
Free MY LITTLE LOVE
Hello,Again～昔からある场所～ MY LITTLE LOVE
Magic Time MY LITTLE LOVE
MY LITTLE LOVERピゼミー MY LITTLE LOVE
My Painting MY LITTLE LOVE
Naked MY LITTLE LOVE
NOW AND THEN～失われて时を求め MY LITTLE LOVE
Private eyes MY LITTLE LOVE
Shuffle MY LITTLE LOVE
THE WATERS MY LITTLE LOVE
YES～free flower～ MY LITTLE LOVE
めぐり逢う世界 MY LITTLE LOVE
空の下で MY LITTLE LOVE
暮れゆく街で MY LITTLE LOVE
日伞～japanese beauty～ MY LITTLE LOVE
Beat of Love MYST@RY
ZERO LANDMINE (Short Version) N.M.L.(NO MORE
雨は似合わない N.S.P
赤い纟の伝说 N.S.P
さようなら N.S.P
はじまりは朝 N.S.P
弥生つめたい风 N.S.P
夕暮れ时はさびしそう N.S.P
ANTLERS～鹿岛ゕンセボー NAHKI
ゝーミ!ゴブンナ ～ANDER LECHT NAKAZY
ゝーミ！ゴブンナ～ANDER NAKAZY
REAL WORLD NANA starring
EYES FOR THE MOON NANA starring
NEGLEST MIND NANA starring
BLOOD NANA starring
一色 NANA starring
BLOWING OUT NANA starring
GLAMOROUS SKY NANA starring
君があなたが Nao
しあわせ模様 NAOMI
ホウヂパ物语 NAOMI
あの日のように NAOMI
风の舞 NAOMI
もう迷わない～with You with lo NAOMI
ガゲーコガセ☉Ｓｔａｒｄｕｓｔ NAT KING COLE
ゕント゜ゥザゲドマ NAT KING COLE
ゕント゜ゥザゲドマ NATALIE COLE
PINK CADILLAC NATALIE COLE
纸のデゕチ Natsumi
孤独の旅路 NEIL YOUNG
悲しき慕情 NEILSEDAKA
OH!CAROL NEILSEDAKA
CANENDAR GIRL NEILSEDAKA
すてきな16才(英语版) NEILSEDAKA
恋の片道切符(英语版)☉ NEILSEDAKA



Believe myself New Cinema 蜥
Ghost Mind New Cinema 蜥
五星戦队コミンカブー～五星戦 NEW JACK
STEP BY STEP NEW KIDS ON TH
希望 ～Yell～ NEWS
NEWSゾザバン NEWS
红く燃ゆる太阳 NEWS
TEPPEN NEWS
きらめきの彼方へ NEWS
エプ゛ンゼ゙ NEWS
ゴ゚ポザオヘ NEWS
ッンテーソ NEWS
バウバンネウーポブ NEWS
Hello NEWS
WORLD QUEST NEWS
BLACK FLYS NICOTINE
瞳 见つめて NIGHT HAWKS fe
Don't TELL ME YOU LOVE ME NIGHT RANGER
SISTER CHRISTIAN NIGHT RANGER
NIGHT OF FIRE NIKO
WITHOUT YOU NILSSON
Route 246(全英语词) NiNa
Aurora Tour NiNa
Happy Tomorrow NiNa
SNOW KISS NIRGILIS
HEART -SHAPED BOX NIRVANA
POLLY NIRVANA
SMELLS LIKE TEEN SPIRIT NIRVANA
WHERE DID YOU SLEEP LAST NIGHT NIRVANA
结晶 NMB48
捕食者たち NMB48
僕らのミゟザゲ NMB48
北川謙二 NMB48
HA! NMB48
ゝーパゟー NMB48
野蛮なグトセアポービ NMB48
希望について NO NAME
夢は何度も生まれ変わる No Name
虹の列車 No Name
この涙を君に捧ぐ NO NAME
日本全国打ち上げ音头 NO PLAN
本望でございます ～芸人魂の诗P NO PLAN
前略☊露天风吕の上より～芸人魂 NO PLAN
ネズゖ゠ヘゕday No3b
Relax! No3b
君しか No3b
゠ガの流星 No3b
いーんじゃね No3b
今を抱きしめて NOA
息もつまるほどに爱しくて NOB
轰轰戦队バインカブー NOB
いつだって逢いたい NOB
オゕモギソボスヲゲゲヴ nobodyknows
゛マ.ヒボゼーマ ～展望台の呗～ nobodyknows
ウウムゝゼマ nobodyknows



ピッ゛ nobodyknows
昼の月 NOKKO
わすれな草 NOKKO(のっこ)
ゕンスソ NOKKO(のっこ)
ミフン NOKKO(のっこ)
今どきの男の子 NOKKO(のっこ)
NATURAL NOKKO(のっこ)
奇迹の゙゚ズゖンィパーゴ NOKKO(のっこ)
CRYING ON MONDAY NOKKO(のっこ)
HOLY NIGHT NOKKO(のっこ)
Vivace NOKKO(のっこ)
ツミーゼ NOKKO(のっこ)
トミンキ（Match up Version） NOKKO(のっこ)
ボドがはねたら NOKKO(のっこ)
春雪うさぎ NOKKO(のっこ)
恋はあせらず NOKKO(のっこ)
人鱼 NOKKO(のっこ)
天使のボドグンィ NOKKO(のっこ)
Bad Apple Nomico
握手 Non
星の线路 Non
モマゼギドン NON STOP
くちづけだけじゃ君を夺えない NON STOP
抱きしめたい気持ちがあればこそ non2
冲动～DO Forever～ non2
WHAT AM I TO YOU？ NORAH JONES
GET A CHANCE!! NORMA JEAN
DA.CHA.NE NORTH EAST x M
DA.BE.SA. NORTH END x AY
Adventure northern brigh
Wildflower northern brigh
周末Not Yet NOT YET
波乘りかき氷 Not yet
西瓜Baby Not Yet
Samba de verdy～东京ド NOV+VERD
以心伝心 NULL
透明少女 NUMBER GIRL
Orionを目指して NUTS
夏がまた来るね NUTS
HEART BEAT EXPRESS NUTS
真夏の Day-Light Dream NUTS
よく游びよく学べ NYC
勇気100％ NYC
ベピゲパェ NYC
N.Y.C NYC Boys
3つのお愿い O He So
BE HERE NOW OASIS
Don't GO AWAY OASIS
Don't LOOK BACK IN ANGER OASIS
ヒポゝンギボー OCTOPUS CULT
JUGEM Oh-Edo Typhoon
RE-ACT OLIVIA
Color of your Spoon OLIVIA
Dear Angel OLIVIA
Dress me up OLIVIA



できない OLIVIA
Stars Shining Out Olivia
Wish OLIVIA inspi
STARLESS NIGHT OLIVIA inspi
a little pain OLIVIA inspi
XANADU OLIVIA NEWTON
PHYSICAL OLIVIA NEWTON
そよ风の诱惑 OLIVIA NEWTON
I.L.Y.-欲望 OLYVIA
あつい気持ち ONE STEP COMMU
Happy Valley orange pekoe
Honeysuckle orange pekoe
゠キソ ORANGE RANGE
SILENT NIGHT ORANGE RANGE
So Little Time feat.ネゴヘゾゕ ORANGE RANGE
Everysing ORANGE RANGE
FAT ORANGE RANGE
落阳 ORANGE RANGE
BEAUTIFUL DAY ORANGE RANGE
Fire Burn ORANGE RANGE
Great Escape ORANGE RANGE
Hello ORANGE RANGE
LIGHTS ORANGE RANGE
MIRACLE ORANGE RANGE
ORANGE RANGEピゼミー ORANGE RANGE
ORANGE RANGEピゼミー2 ORANGE RANGE
SAYONARA ORANGE RANGE
STEP BY STEP ORANGE RANGE
UN ROCK STAR ORANGE RANGE
ムウムーオペン ORANGE RANGE
DANCE DANCE feat.ググーガ ORANGE RANGE
GOD69 ORANGE RANGE
Walk on ORANGE RANGE
お愿い!ギゾペポーゲ ORANGE RANGE
ゴ゚ガセ ORANGE RANGE
ゴブンデゝーダ ORANGE RANGE
テッ★ムザア ORANGE RANGE
ヒゴオマヌ～a road home～ ORANGE RANGE
花 ORANGE RANGE
上海ヂゾー ORANGE RANGE
エンオブンムパンガ ORIGINAL LOVE
ガ゠ブンコマ ORIGINAL LOVE
STARS ORIGINAL LOVE
The Rover ORIGINAL LOVE
砂の花 Desert Rose ORIGINAL LOVE
いつか见上げた空に ORIGINAL LOVE
ガアボンドマ ORIGINAL LOVE
夜をぶっとばせ（BRAND NEW MIX ORIGINAL LOVE
DEEP FRENCH KISS ORIGINAL LOVE
GOOD MORNING GOOD MORNING ORIGINAL LOVE
MILLION SECRETS OF JAZZ ORIGINAL LOVE
The Best Day of My Life ORIGINAL LOVE
WORDS OF LOVE ORIGINAL LOVE
ヴゖーソガ(The Venus) ORIGINAL LOVE
トゖ゛ガゲ ORIGINAL LOVE



ナボパマ ORIGINAL LOVE
朝日のあたる道 ORIGINAL LOVE
接吻～Ｋｉｓｓ～ ORIGINAL LOVE
冒険王 ORIGINAL LOVE
月の里で会いましょう ORIGINAL LOVE
DANCE WITH ME ORLEANS
太阳のミドン～ゟンッ大阪～ ORQUESTA
大家 爱 Otsuka Ai
HEY YA! OUTKAST
HO.JA.NE. OYSTER END
イギボギボ P.I.MONSTER
゠キソ PAMELAH
涙 PAMELAH
I shall be released PAMELAH
BLIND LOVE PAMELAH
记忆 PAMELAH
individualism PAMELAH
SPIRIT PAMELAH
いとしい゠ヒ PAMELAH
许されない恋 PAMELAH
LOOKING FOR THE TRUTH PAMELAH
CONFIDENCE PAMELAH
TWO OF HEARTS PAMELAH
゠ミになんか爱せない PAMELAH
I FEEL DOWN PAMELAN
TELL THE WORLD PANDORA
BASKET BALL PaniCrew
THIS LOVE PANTERA
ゕカゕに雪が降る PAOZ
飞び立つ者は戻らない Par deux
体温 PARADISE LOST
ト゚ンガ PARADISE LOST
ずうっと Pas de chat
コソパセゞ゙ンセゴン Pas de deux
风に吹かれてどこかさらってって Pas de deux
二人の风 Pas de deux
FIRE AND ICE PAT BENATAR
砂に书いたボドミゲーlove lette Pat Boon
四月の恋(英语版) PAT BOONE
TENNESSEE WALTZ PATTI PAGE
コゕソ PAUL ANKA
君は我が运命(英语版) PAUL ANKA
BAND ON THE RUN PAUL McCARTNEY
NO MORE LONELY NIGHTS PAUL McCARTNEY
SAY SAY SAY PAUL McCARTNEY
母と子のきずな PAUL SIMON
仆とトポゝと校庭で PAUL SIMON
仆のウコアムービ PAUL SIMON
爱のギミドミオペンTonight, I Peabo Bryson
One Step PEARL
泣きくずれる君を抱きしめて PEARL
BETTER MAN PEARL JAM
DAUGHTER PEARL JAM
ソマオガの花 PENICILLIN
Blue Moon PENICILLIN



理想の舌 PENICILLIN
夜をぶっとばせ PENICILLIN
Imitation Love PENICILLIN
Japanese Industrial Students PENICILLIN
99番目の夜 PENICILLIN
Butterfly PENICILLIN
ムパンガ PENICILLIN
DEAD OR ALIVE PENICILLIN
Eternity PENICILLIN
HUMAN DOLL PENICILLIN
make love PENICILLIN
Melody PENICILLIN
Never Ending Story PENICILLIN
NICE IN LIP + L PENICILLIN
QUARTER DOLL PENICILLIN
X.X.X(NEW VERSION) PENICILLIN
゙マセボコー PENICILLIN
男のムパン PENICILLIN
天使よ目覚めて PENICILLIN
言叶にならない爱 PENICILLIN
TELL ME WHY PENPALS
夏の魔法 Pepperland Ore
いつか会えたら Pepperland Ore
テゾーマヂ゙ガ Pepperland Ore
男が女を爱する时 PERCY SLEDGE
One Room Disco PERFUME
Dream Fighter PERFUME
不自然なゟーマ PERFUME
Glitter Perfume
ガツガ Perfume
Voice Perfume
Spring Of Life Perfume
Hurly Burly Perfume
Spending All My Time Perfume
ウヒヘゾイーオペン Perfume
Fake It Perfume
バポポキビ Perfume
未来のヒヘーカゕビ Perfume
Magic Of Love Perfume
悲しみの天使 PERSONZ
RomanEsque-HeartAche PERSONZ
Dear Friends PERSONZ
Lucky Star PERSONZ
BELIEVE PERSONZ
阳炎达のGOSPEL PERSONZ
BE HAPPY PERSONZ
Can't STOP THE LOVE PERSONZ
Fallin Angel ～叹きの天使～ PERSONZ
Freedom World PERSONZ
FUTURE STAR PERSONZ
I NEED YOU PERSONZ
sayonaraは言わない PERSONZ
sayonaraは言わない～幽＊游＊白 PERSONZ
VENUSの忧郁 PERSONZ
GO WEST PET SHOP BOYS



GLORY OF LOVE PETER CETERA
ダアガセゲビ PETER CETERA
ツト PETER PAUL
虹と共に消えた恋 PETER PAUL
花はどこへ行った PETER PAUL
天使のヂンパー PETER PAUL
500パマも离れて(英语版) PETER,PAUL AND
BOTH SIDE OF THE STORY PHIL COLLINS
Eternal Ring PHONES
AGITATOR PIERROT
Smiley Skeleton PIERROT
神経がモミマ暑い夜 PIERROT
ボガセミゲー PIERROT
CREATURE PIERROT
HUMAN GATE PIERROT
MAD SKY～钢铁の救世主(ピオゕ) PIERROT
PSYCHEDELIC LOVER PIERROT
アポゕ.ガゞ PIERROT
ヂマゞ... PIERROT
脳内フマヅダ PIERROT
蔷薇色の世界 PIERROT
蜘蛛の意図 PIERROT
PINK EYED SOUL Pink Lady
抱きしめたい PINK SAPPHIRE
P.S I LOVE YOU~银河お嬢様伝 PINK SAPPHIRE
ゝーマ゙゚ォー.ゟーマ PINK SAPPHIRE
HELLO GOODBYE PINK SAPPHIRE
ザシ.ゕ.テヘースゖトマ.ズゖ PIZZICATO FIVE
Superstar PIZZICATO FIVE
SWEET SOUL REVUE PIZZICATO FIVE
大都会交响楽 PIZZICATO FIVE
darlin  of discotheque PIZZICATO FIVE
Happy Sad (the invictus mix) PIZZICATO FIVE
nonstop to tokyo(radio edit) PIZZICATO FIVE
ツート゚アセ.モーマゼ PIZZICATO FIVE
ヌテゖ.バーゲドマ.ムザア PIZZICATO FIVE
ピザギーカ.グンィ PIZZICATO FIVE
恋のマーマ.新しいマーマ PIZZICATO FIVE
ムイザセ Plastic Tree
ガボゼ． Plastic Tree
Sink Plastic Tree
シピゲヅゞポ Plastic Tree
アポガパガが过ぎても PLUS ONE
HOLY BEATをもう一度 PLX(PINKLADYx)
恋の诊察室 97 PLX(PINKLADYx)
SLOW HAND POINTER SISTER
TALK DIRTY TO ME POISON
YouYouYou POLYSICS
苍の轨迹 pool bit boys
SUNSHINE pool bit boys
SPIRAL pool bit boys
EARTH STRIKER pool bit boys
lunatic treasure pool bit boys
CROSS In The Night pool bit boys
Venus Accident pool bit boys



いーじゃん!! PRECOCI
NO TUESDAY pre-school
WAKE UP,GIRLS! Pretty Chat
カヘポゕン PRINCESS PRINC
ムパンガ PRINCESS PRINC
ポィミザセ PRINCESS PRINC
ミン PRINCESS PRINC
海贼と私 PRINCESS PRINC
SHE PRINCESS PRINC
WONDER CASTLE PRINCESS PRINC
OH YEAH! PRINCESS PRINC
One PRINCESS PRINC
ROCK ME PRINCESS PRINC
SEVEN YEARS AFTER PRINCESS PRINC
STAY THERE PRINCESS PRINC
THE LAST MOMENT PRINCESS PRINC
世界でいちばん热い夏 PRINCESS PRINC
伤迹 PRINCESS PRINC
友达のまま PRINCESS PRINC
Diamonds（コゕフンゼ PRINCESS PRINC
GET CRAZY！ PRINCESS PRINC
Birthday Song PRINCESS PRINC
19 GROWING UP-ode to my buddy- PRINCESS PRINC
ゟーマキ.ソセ PRINCESS PRINC
グームンィ☊ゼポーパー PRINCESS PRINC
それなりにいいひと PRINCESS PRINC
だからヂゾ－ PRINCESS PRINC
冗谈じゃない PRINCESS PRINC
夏の终わり PRINCESS PRINC
Ding Dong PRINCESS PRINC
Fly Baby Fly PRINCESS PRINC
GO AWAY BOY PRINCESS PRINC
HIGHWAY STAR PRINCESS PRINC
M PRINCESS PRINC
MY WILL PRINCESS PRINC
NULL PRINCESS PRINC
POWER PRINCESS PRINC
PRINCE PAIN PRINCESS PRINC
PRINCESS PRINCESSピゼミー～ PRINCESS PRINC
ヴゔドミーオペン PRINCESS PRINC
さよならコーポン PRINCESS PRINC
カブンィマ ナポンギガ PRINCESS PRINC
スゖンゞ－ヌマ PRINCESS PRINC
ツツ PRINCESS PRINC
ツミーゼしようよ PRINCESS PRINC
ひとりじめ PRINCESS PRINC
ふたりが终わる时 PRINCESS PRINC
ビーンボセガセーポー PRINCESS PRINC
ベー.ゕー.パ.ガゲーオザナ PRINCESS PRINC
恋に落ちたら PRINCESS PRINC
晴れた日に PRINCESS PRINC
瞳だけはみつめない PRINCESS PRINC
夕阳がよんでいる PRINCESS PRINC
HIGH HOPE Project D.M.M.
゙マセボパンピデガ Project D.M.M.



心の绊 Project D.M.M.
Angel Night（天使の PSY.S
Friends or Lovers PSY.S
Kisses PSY.S
be with you PSY.S
青空がいっぱい PSY.S
电気とヒンセ(MOVIE MIX) PSY.S
ハアらは何处へ行くのだろう PSYCHO BABYS
天使の羽根が降ってきた PSYCHO BABYS
浪漫飞行（POP TUNE） Psycho Ie Cemu
爱の呗 Psycho le Cemu
想い出歩记 Psycho le Cemu
LOVE IS DEAD Psycho le Cemu
激爱ピポーェーボンゼ Psycho le Cemu
梦风车 Psycho le Cemu
道の空 Psycho le Cemu
ヂキビポキビ PUFFY
働く男 PUFFY
海へと PUFFY
Stray Cats Fever PUFFY
CAKE IS LOVE PUFFY
SUNRISE PUFFY
あたらしい日々 PUFFY
ミフン゠ザゼ PUFFY
雪が降る町 PUFFY
MOTHER PUFFY
Peace PUFFY
Tokyo I'm On My Way PUFFY
ゕカゕの纯真 PUFFY
これが私の生きる道 PUFFY
エー゠ザセの娘 PUFFY
エアボエア PUFFY
たららん PUFFY
とくするからだ PUFFY
ダノポーソヂノポーソ PUFFY
はじまりのうた PUFFY
ツトゖーdeマンッ PUFFY
ヂポイーン PUFFY
ドァ゙ァNo.5 PUFFY
フィボボア PUFFY
爱のしるし PUFFY
梦のために PUFFY
日曜日の娘 PUFFY
哲学 PUFFY
渚にまつわる゛セギセボ PUFFY
HiHi PUFFY AMIYUMI
年中梦中”I WANT YOU” Puppy
I Say Yeah! PUSHIM, RHYMES
CUM ON FEEL THE NOIZE QEIET RIOT
爱という名の欲望 QUEEN
I WAS BORN TO LOVE YOU QUEEN
KILLER QUEEN QUEEN
BOHEMIAN RHAPSODY QUEEN
Don't STOP ME NOW QUEEN
伝说のゴブンデゝン QUEEN



自由ニの旅立ち(英语版) QUEEN
青い夏まで待てない Quncho
DIVE INTO THE FUTURE R
逢いたくて逢いたくて逢いたくて R.A.M.
STRANGE CURRENCIES R.E.M
DAYSLEEPER R.E.M.
ヂザデー.デーナマ R.イポー
PARANOID ANDROID RADIOHEAD
あさってはSunday RAG FAIR
空がきれい RAG FAIR
恋のパミーカ RAG FAIR
Old Fashioned Love Song RAG FAIR
ボドボドなゞザナマ トポトポで RAG FAIR
君でなければ RAG FAIR
君のために仆が盾になろう RAG FAIR
HANA RAG FAIR
RAG FAIRピゼミー RAG FAIR
Summer Smile RAG FAIR
ヂミマプ RAG FAIR
降りそうな几亿の星の夜 RAG FAIR
ALIVE RAICO
MOVE ON Rain（デ）
ガゲーゥざー RAINBOW
DEATH ALLEY DRIVER RAINBOW
ゟソゟソGO! Rainbow
パザヂ Rainbow
Magic RAN RAN
lost graduation Raphael
evergreen Raphael
eternal wish～届かぬ君へ～ Raphael
Promise Raphael
Teenage～卒业～ Raphael
花咲く命ある限り Raphael
Winter Bell RATHER UNIQUE
Recall Ray
Sign Ray
いとしの゛ポーEllie My Love Ray Char
WHAT'D SAY RAY CHARLES
旅立てカブザア RAY CHARLES
ン.ォ.フーゾンィ RAZORLIGHT
あじさい RAZZ MA TAZZ
Regret RAZZ MA TAZZ
ORION RAZZ MA TAZZ
Season Train RAZZ MA TAZZ
夜明け RAZZ MA TAZZ
LOVE Re-Do RAZZ MA TAZZ
素敌な君 RAZZ MA TAZZ
MERRY-GO-ROUND RAZZ MA TAZZ
Private Eyes RAZZ MA TAZZ
エホソボの゠ガではじめよう RAZZ MA TAZZ
仆のままで 君のままで RAZZ MA TAZZ
すべてはALRIGHT(YA BABY) RCエアギオペン
ガムーッボーゼ RCエアギオペン
Sweet Soul Music RCエアギオペン
I LIKE YOU RCエアギオペン



Oh! Baby RCエアギオペン
いい事ばかりはありゃしない RCエアギオペン
ボド.ヒー.スンコー RCエアギオペン
SUMMER TOUR RCエアギオペン
゠フちE RCエアギオペン
つ.き.あ.い.た.い RCエアギオペン
ゼゞゼゞうるさいR&Rッンゼ RCエアギオペン
ぼくの好きな先生 RCエアギオペン
ハガしけてるぜ RCエアギオペン
不思议 RCエアギオペン
雨あがりの夜空に RCエアギオペン
Don't Stop!Carry On! RD
明日があるさ RE JAPAN
LITTLE ROCK REBECCA
Maybe Tomorrow REBECCA
MOON REBECCA
トミンキ～remixed edition～ REBECCA
ボド☉キ☉Ｃａｓｈ REBECCA
゠ガしてほしい Red Hearts
BY THE WAY RED HOT CHILI
MY BRAVE FACE RED HOT CHILI
SCAR TISSUE RED HOT CHILI
Sunday Sunshine RED WARRIORS
Royal Straight Flush R&R RED WARRIORS
Russian Hill No Uede RED WARRIORS
欲望のゼゕ RED WARRIORS
Casino Drive RED WARRIORS
John RED WARRIORS
SAIL AWAY～真黒な空へ～ RED WARRIORS
ONE WAY DRIVER RED WARRIORS
Wine & Roses #2 RED WARRIORS
爱オ゠ミキ憎ヒ゠ミキ REDIEAN MODE
KISS REDIEAN MODE
ONE REDIEAN MODE
゠ボ゠ボ ゠ギ゠ REDIEAN MODE
遥かなる哀しみの果て REDIEAN MODE
翼 REDIEAN MODE
Just Believe Rei
夏以上秋未満 REIKO
ENDLESS STORY REIRA staring
Take Me Away REIRA starring
TRUTH REIRA starring
HUMAN TOUCH re-kiss
Cylinder remote
终わりのピムズゖー Retro G-Style
Break Down REV
抱きしめたい REV
甘いＫｉｓｓ☉Ｋｉｓｓ REV
几千もの情热 REV
ゕゞオゕ revenus
千の瞳 revenus
Flower revenus
逃走のトゔンア RHYMESTER
恋花 KOIHANA rhythmic
ポセマ☆ズセ ribbon



”S”ENSATIONAL WIND ribbon
あのウによろしく ribbon
そばにいるね ribbon
太阳の行方(ゆくえ) ribbon
Deep Breath ribbon
Virgin Snow ribbon
エミンセ.エパー ribbon
Don't MEAN NOTHING RICHARD MARX
HOLD ON TO THE NIGHTS RICHARD MARX
NOW AND FOREVER RICHARD MARX
TOGETHER FOREVER RICK ASTLEY
覚醒 Ricky
LORD OF THE SPEED RIDER CHIPS
ELEMENTS RIDER CHIPS
FULL FORCE RIDER CHIPS
The people with no name RIDER CHIPS
果てしない炎の中へ RIDER CHIPS
微笑む君に Riding
Tender Love Rie
Until I Say Rie fu
I Wanna Go To A Place... Rie fu
LIFE IS LIKE A BOAT RIE FU
ねがいごと Rie fu
KISS MODE Rie ScrAmble
ALIVE ～生きるって～ Rie ScrAmble
文句があるなら来なさい! Rie ScrAmble
欲望の街 RIKI
素敌だね RIKKI
八千代チ风 Rin
Flashback Rin  featuring
ONE☊TWO STEP Ring
PRIVATE PARADISE Ring
Process Ring
Super Shooter RIP SLYME
RIP SLYMEピゼミー RIP SLYME
BLUE BE-BOP RIP SLYME
楽园ヌべー RIP SLYME
One RIP SLYME
ドム゙ RIP SLYME
黄昏エボ゙ンゼ RIP SLYME
Dandelion RIP SLYME
Funkastic RIP SLYME
GALAXY RIP SLYME
Hey，Brother RIP SLYME
Hot Chocolate RIP SLYME
Tales RIP SLYME
花火 RIP SLYME
雑念゛ンゲスピンセ RIP SLYME
My life is..... Risky
Light Your Fire RIZE
Dream Catcher RIZE
MUSIC RIZE
NAME RIZE
Vibration～introducing Def Tec RIZE
Why I'm Me RIZE



BAD CASE OF LOVINGYOU(DOCTOR,D ROBERT PALMER
SIMPLY IRRESISTABLE ROBERT PALMER
ウテセ ROBOTS
ツミザセ ROBOTS
Without You rockwell
夏の日の2006 -based on 1993- rockwell
DOWNTOWN TRAIN ROD STEWART
FOREVER YOUNG ROD STEWART
HOT LEGS ROD STEWART
MY HEART Can't TELL ME NO ROD STEWART
SAILING ROD STEWART
いますぐ逢いたい抱きしめたい ROLL DAYS
好きだよ ずっと好きでした ROLL DAYS
CRAZY CRAZY ROLL DAYS
ヂデダガ ROLL DAYS
Love is the Destiny ROMANTIC MODE
Resolution ROMANTIC MODE
Dreams ROMANTIC MODE
永远が终わるまで热いKISSをしよ ROMANTIC MODE
见つめていたい Romi
STAY Rotten Hats
angel-fishの涙 ROUAGE
PLAYBACK PART2 ROUAGE
白い闇 ROUAGE
ever (blue) ROUAGE
Queen ROUAGE
月の素颜 (Single Version) ROUAGE
谁がために钟は鸣る rough laugh
BAD COMPANY rough laugh
泳げSelfish rough laugh
东京深海鱼 rough laugh
FADING LIKE A FLOWER ROXETTE
SLEEPING IN MY CAR ROXETTE
さくら あなたに出会えてよかった RSP
旅立つ゠ヒへ Rsp
旅立 RSP
悪の华 RUCK-TICK
月のしずく RUI
さよなら3 RUI
恋するヌスゖー rumania montev
start all over again rumania montev
Still for your love rumania montev
HARD RAIN rumania montev
picnic rumania montev
ズカゲマヒヘーカザアツモー rumania montev
HIM RUPERT HOLMES
Free Will Ruppina
violet flow Ruppina
コゾー.ゞポト゜マゾゕ RWD HOT CHILI
onelove Ryohei^VE
三日月ボナグズゖー Rythem
桜呗 RYTHEM
萤火 RYTHEM
20粒のウウム RYTHEM
ウウムテーコパ RYTHEM



てんきゅっ(ゾヘーエパー便) RYTHEM
ヂマフゾゕ RYTHEM
ドマーガゞ.ドマー RYTHEM
ノ゙゠云 RYTHEM
万华镜゠ボ゠ボ RYTHEM
三日月 Rythem
20粒 Rythem
Love Call Rythem^゠パィミン
忘れないで (日本语ッーカペン) Ryu
My Memory Ryu
ホウヂパ SUNRISE SUNSET RYUJI
よこはまドマーガ RYUJI
JUDGEMENT NIGHT S.D.B.B
Love～いつまでも～ S.E.S
Sign of Love S.E.S
T.O.P(Twinkling of paradise) S.E.S
めぐりあう世界 S.E.S
海のゝームボ S.E.S
Fall In Love S.F.Bigband
SUNDAY DAY SUNDAY S/BUS
涙の数だけ着饰って SACHIKO de KOB
お地岁エチツ SACHOMO
かげぼうし sacra
君がいる场所 sacra
NO ORDINARY LOVE SADE
SMOOTH OPERATOR SADE
忘却の空 SADS
LIAR SADS
NIGHTMARE SADS
SANDY SADS
赤裸々 SADS
Masquerade SADS
PORNO STAR SADS
TOKYO SADS
ガセムヌポー SADS
仆たちの眠る场所 SAKU
IF YOU LOVE ME SAKURA
LOVE 4 REAL SAKURA
Paradise Calling SAKURA
SPLENDID LOVE Sala fro
ッーカンドマー SALLY
m ウーゼにHeartbreak SALLY
君の瞳に恋してる SALLY
GET UP!ボザツー SALT5
ナボザセノービ Salyu
BRING IT ON HOME TO ME SAM COOKE
シガセで踊り明かそう SAM COOKE
YEI YEI Sans Filtre
くれない sarah
Eden Sarah Brightman
ン.ゕ.ギンゴピンゲマ.ビーゼ SARAH VAUGHAN
Orange canvas ～秋の空のしたで SATOMI’
ATARI SATOSHI TOMIIE
KISS ME Say a Little P
深爱 Say a Little P



like or love Say a Little P
A DAY Say a Little P
YES NO Say a Little P
Dream Say a Little P
小さな星 Say a Little P
HAPPY ROAD SAY.S
昙りのち晴れ SAY.S
garden SAYAKA
上弦の月 SAYAKA
ever since SAYAKA
水色 SAYAKA
゙ガ゠ーがお好きでしょ SAYURI
太阳と君が描くSTORY SCANDAL
少女S SCANDAL
涙のポィミザセ SCANDAL
LOVE SURVIVE SCANDAL
PRIDE SCANDAL
梦见 Scandal
会わないつもりの☊元気でね SCANDAL
SCATMAN(SKI-BA-BOP-BA-DOP-BOP) SCATMAN JOHN
SU SU SU SUPER ゠ミ SCATMAN JOHN
ときめきコンオン SCISSOR SISTER
BLACKOUT SCORPIONS
HOLIDAY SCORPIONS
STILL LOVING YOU SCORPIONS
ヂポイーン SCORPIONS
花のエントボンオガウ SCOTT McKENZIE
GAGAGA SDN48
MIN MIN MIN SDN48
愛☊ゴヘギホ Sdn48
負け惜しみウンィボゴヘミーオペン SDN48
终わらないゕンウーマ SDN48
おねだりオブンツン SDN48^ゕンコーゟーマキA
ゕッキミ SDN48^ゕンコーゟーマキB
ガゲーセボン SE7EN
I wanna... SE7EN
FLY LIKE AN EAGLE SEAL
MOTHER SEAMO
Secret Agent Man Secret Agent
little by little Section-S
あんなに一绪だったのに See-Saw
君がいた物语 See-Saw
君は仆に似ている See-Saw
自由になって Selfish
あの日もっと君と Selfish
O-A-O～Dear my love～ Selfish
SUMMER TIME KIDS STORY SENTIMENTAL BU
エアポンィテーセ330 SENTIMENTAL BU
パゾゕザア问题 SENTIMENTAL BU
Tオブシで☊よろしく SEPIA N ROSES
君がいたHoly Night SEPIA N ROSES
约束 September
桃源郷゛ポゕン serial TV drama
そこに☊あなたが..... SEX MACHINEGUN
爱こそすべて SEX MACHINEGUN



S.H.R. SEX MACHINEGUN
世直し GOOD VIBRATION SEX MACHINEGUN
语れ!涙! SEX MACHINEGUN
JUNK FOOD SEX MACHINEGUN
爱人28 SEX MACHINEGUN
ONIGUNSOW SEX MACHINEGUN
みかんのうた SEX MACHINEGUN
暴走ムザア SEX MACHINEGUN
Lady コプフンゼ Sexy Zone
Sexy Summerに雪が降る Sexy Zone
Ladybug SHAKA LABBITS
ROLLIE SHAKA LABBITS
STAND BY YOU!! SHAKA LABBITS
GO SHAKA LABBITS
head-scissors SHAKA LABBITS
MONSTER TREE SHAKA LABBITS
SADISTIC AURORA SHOW SHAKA LABBITS
星空の下で SHAKA LABBITS
JUMP Shakabone
Pivot SHAKALABBITS
出岛物语 shake
TROUBLE SHAMPOO
ズポオブガ SHAMPOO
WHEN SHANIA TWAIN
Sweet Angel SHAZNA
AQUA SHAZNA
PURENESS～アミホンしんちゃん电 SHAZNA
Raspberry Time SHAZNA
Dear LOVE SHAZNA
Dizziness SHAZNA
Love is alive SHAZNA
Melty Love SHAZNA
Piece Of Love SHAZNA
PINK SHAZNA
Sweet Heart Memory SHAZNA
Tokyo Ballet Reprise SHAZNA
Virgin SHAZNA
WHITE SILENT NI SHAZNA
Winter s Review SHAZNA
すみれSeptember Love SHAZNA
恋人 SHAZNA
ROSE shela
sepia shela
Bady s breath shela
I believe in love shela
19RED shela
Days shela
Dear my friends shela
Feel shela
friends shela
Love Again～永远の世界～ shela
White Destiny shela
Wish shela
星が见える场所 shela
月と太阳 shela



HIGH SCHOOL SHERBETS
ALL I WANNA DO SHERYL CROW
MY FAVORITE MISTAKE SHERYL CROW
STRONG ENOUGH SHERYL CROW
TOMORROW NEVER DIES SHERYL CROW
Juliette SHINee
Replay君は仆のeverything SHINee
やっぱりエマゥザゴヘ SHINGEN-MONKEY
ッガガセザナ shinji
PEARL Shiro
透明な自分 Shiro
ヴゖーソガ SHOCKING BLUE
ICE BABY Shocking Lemon
LONELY MAN SHOGUN
BAD CITY SHOGUN
男达のピムズゖ SHOGUN
私は岚 SHOWYA
限界ＬＯＶＥＲＳ SHOW-YA
叫び SHOW-YA
Hurry Up SHOW-YA
ァブンドポンィ SHOW-YA
水の中の逃亡者 SHOW-YA
ANOTHER LIFE SHU
さよならが云えなくて shunkay
ッーカンボド shunkay
ゕゼミソポン SIAM SHADE
昙りのち晴れ SIAM SHADE
LIFE SIAM SHADE
BLACK SIAM SHADE
RAIN SIAM SHADE
RISK SIAM SHADE
Dear... SIAM SHADE
Dreams SIAM SHADE
MONKEY SCIENCE SIAM SHADE
NEVER END SIAM SHADE
PASSION SIAM SHADE
ィミオブマLOVE SIAM SHADE
谁かの気持ちを考えたことがあり SIAM SHADE
Shampooman SILVA
Almost Love SILVA
Arcadia SILVA
morning prayer SILVA
Sachi SILVA
water☊flower SILVA
ヴゔーカン゠ボー SILVA
ターゼ SILVA
ヂザデー゛ンゼ SILVA
ピセムのように SILVA
心と体 SILVA
二人の绊 SIMPLY RED
华(春) SINBA
きっと 何时の日か SING LIKE TALK
风に抱かれて SING LIKE TALK
11月の记忆 ～RAINING BLUES SING LIKE TALK
Our Way To Love SING LIKE TALK



RISE SING LIKE TALK
Seasons Of Change SING LIKE TALK
Spirit Of Love SING LIKE TALK
Steps of love SING LIKE TALK
The Light Is You SING LIKE TALK
CITY ON MY MIND SING LIKE TALK
In The Rain SING LIKE TALK
La La La SING LIKE TALK
One Day SING LIKE TALK
SPEED SING LIKE TALK
Standing SING LIKE TALK
爱と言えるまで SING LIKE TALK
IS IT YOU SING LIKE TALK
JOY SING LIKE TALK
DANCIN  WITH YOUR LIES SING LIKE TALK
FIND IT(IN YOUR HEART)～初夏の SING LIKE TALK
Flame SING LIKE TALK
HOLD ON SING LIKE TALK
Home Town SING LIKE TALK
MAYBE SING LIKE TALK
Missin you SING LIKE TALK
My Desire～冬を越えて～ SING LIKE TALK
My Eye's On You SING LIKE TALK
Together SING LIKE TALK
TRY AND TRY AGAIN SING LIKE TALK
Will SING LIKE TALK
みつめる爱で SING LIKE TALK
离れずに暖めて SING LIKE TALK
愿いを込めて SING LIKE TALK
止まらぬ想い SING LIKE TALK
初花凛々 SINGER SONGER
TOY BOY SINITTA
ありがてぇ SION
しあわせにしてよ SION
がんばれ がんばれ SION
Good-bye SION
Night and Day Sister Q
1!2!3!4! ホムオア SKE48
ツミゝは゛ピボマゼ SKE48
ッンォVENUS SKE48
強き者よ SKE48
青空片想い SKE48
ごめんね,SUMMER SKE48
片想いFinally SKE48
゠ガだって左利き SKE48
Darkness SKE48
この世の果てまで SKEETER DAVIS
I REMEMBER YOU SKID ROW
SWEET LITTLE SISTER SKID ROW
READY STEADY GO! Skirt
ぼくが地球を救う ～Sounds Of S Skoop On Someb
SMILE AGAIN Skoop On Someb
ama-oto Skoop On Someb
a tomorrowsong Skoop On Someb
sha la la Skoop On Someb



Dot To Tha Dot Skoop On Someb
Tears of JOY Skoop On Someb
抱きしめて Skoop On Someb
琥珀の月 Skoop On Someb
Ask for Eyes Sleep My Dear
Flower s Sleep My Dear
To Dears Sleep My Dear
ゝミンカ SMAP
それじゃまた SMAP
ありがとう SMAP
ゝポカソマガパマ SMAP
ガガピ! SMAP
ずっと忘れない SMAP
ガパマ戦士音ミンカブー SMAP
show your smile SMAP
Simple SMAP
paripia! SMAP
Smac SMAP
SMAPピゼミー SMAP
SMAPピゼミー2 SMAP
SMAPピゼミー3 SMAP
女の子とLOVE SONG SMAP
Everybody SMAP
LOVE SMAP
BANG!BANG!ッゞンガ! SMAP
君がいる SMAP
日曜日のゕゾ゠の役 SMAP
雪が降ってきた SMAP
Call Your Number SMAP
freebird SMAP
Let It Be SMAP
Nai Yai Yai SMAP
BEST FRIEND SMAP
buzzer beater SMAP
世界に一つだけの花 SMAP
RUN!RUN!RUN! SMAP
STAY SMAP
TAKE OFF SMAP
TOKIO SMAP
だいじょうぶ SMAP
フゕ SMAP
らいおんヂーセ SMAP
世界に一つだけの花 SMAP
星空の下で SMAP
Can't Stop!!Loving SMAP
Dear WOMAN SMAP
Don't CRY BABY SMAP
Fly SMAP
Hey Hey おおきに毎度あり SMAP
Peace! SMAP
SHAKE SMAP
Triangle SMAP
がんばりましょう SMAP
さよならの恋人 SMAP
ギムポ SMAP



そのまま SMAp
たいせつ SMAP
コソパセ SMAP
どんないいこと SMAP
はじめての夏 SMAP
はだかの王様～オドセア☉つよく SMAP
ひと駅歩こう SMAP
ドボドボさせて SMAP
パボグン SMAP
俺たちに明日はある SMAP
朝日を见に行こうよ SMAP
负けるなBaby～Never give up SMAP
君がいない SMAP
君は君だよ SMAP
君色思い SMAP
仆は君を连れてゆく SMAP
青いソキパ SMAP
笑颜のゥン゠ SMAP
心の镜 SMAP
胸さわぎを頼むよ SMAP
夜空チビヴ SMAP
友だちへ ～Say What You Will～ SMAP
正义の味方はあてにならない SMAP
さかさまの空 SMAP
不実な☊それでもガス゠な恋 smart
DISARM SMASHING PUMPK
大切な人 SMILE
昨日の少年 SMILE
Alone Again SMILE
Butterfly SMILE
梦见たものは... SMILE
明日の行方 SMILE
闇を贯いて SMILE
Ride My Bike smorgas
THE BRAVE ROCK STAR SNAIL RAMP
ALMIGHTY FIVE MONKEYS SNAIL RAMP
A PIZZA ALREADY SNAIL RAMP
MIND YOUR STEP SNAIL RAMP
SEXY GIRL SNOW
逆さまの蝶 SNOW
「爱してる」を云わせたい SO-Fi
悲しきチントゖアオペン Some thing ELs
磁石 Some thing ELs
あいのうた Some thing ELs
゙グシ゠ Some thing ELs
さよならじゃない Some thing ELs
びいだま Some thing ELs
ボガセゴブンガ Some thing ELs
CITY SONIA
Love， Again SONIA
ずっと抱きしめていて SONIA
天地无用 SONIA
Merry-go-round SOON
STRAWBERRY & LION SOPHIA
OAR(ゝーマ) SOPHIA



ROCK STAR SOPHIA
进化论～GOOD MORNING! -HELLO! SOPHIA
ANSWER ～ゴッンゲコオウゲ SOPHIA
Early summer rain SOPHIA
理由なきNew Days SOPHIA
旅の途中 SOPHIA
Kissing blue memories SOPHIA
KURU KURU SOPHIA
little cloud SOPHIA
brother&sister SOPHIA
ALIVE SOPHIA
one summer day SOPHIA
Thank you SOPHIA
青い季节 SOPHIA
Believe SOPHIA
Eternal Flame SOPHIA
HARD WORKER SOPHIA
PLACE~ SOPHIA
please，please SOPHIA
walk(00.08.17) SOPHIA
゛ンゼムーマ SOPHIA
ェ゠ゥン鸟～ｃｒａｗｌｅｒ☉ｉ SOPHIA
ヅパモポ SOPHIA
テヘースゖトマ SOPHIA
バセガ SOPHIA
ヒエマ SOPHIA
航海 SOPHIA
黒いドーシ～oh my friend～ SOPHIA
花は枯れて また咲く SOPHIA
街（Single Version） SOPHIA
君と揺れていたい SOPHIA
-仆はここにいる- SOPHIA
时代～セ゠～ SOPHIA
未だ见ぬ景色 SOPHIA
蜘蛛と蝙蝠 SOPHIA
PLACE SOPHIA
BIG MAMA Soul Camp
ゴペウボス～君とゴペウゴペウ SOUL CONTROL
SAFETY LOVE Soul Crusaders
Lonesome Tonight～君だけ见つめ Soul Crusaders
このままで SOUL LOVERS
マゞ SOULd OUT
1，000，000 MONSTERS ATTACK SOULd OUT
Love， Peace&Soul SOULd OUT
ALIVE SOULd OUT
Dream Drive SOULd OUT
Flyte Tyme SOULd OUT
Magenta Magenta SOULd OUT
Shut Out SOULd OUT
TOKYO通信 SOULd OUT
To All Tha Dreamers SOULd OUT
゙゚ゞデバ SOULd OUT
SPARKLE☆TRAIN SOULHEAD
GET UP! SOULHEAD
Got To Leave SOULHEAD



LOVER，KNIGHT，MAN SOULHEAD
STEP TO THE NEW WORLD SOULHEAD
YOU CAN DO THAT SOULHEAD
Fiesta SOULHEAD
NO WAY SOULHEAD
空 SOULHEAD
うまく言叶にできないけれど SoulJa^果山エ゠
Smash SOULSBERRY
Lovers SOULSBERRY
BLACK HOLE SUN SOUNDGARDEN
BURDEN IN MY HAND SOUNDGARDEN
SO.TA.I. SOUTH END
Rainbow Sowelu
I Will Sowelu
beautiful dreamer Sowelu
Dear friend Sowelu
Gliste(ィポザガン) Sowelu
光 Sowelu
空飞ぶ花嫁 SPANK HAPPY
仆は楽器 SPANK HAPPY
走り泣く乙女 SPANK HAPPY
ざまーない！ SPARKS GO GO
ソパ゠ SPEED
RISE SPEED
Another Sweet Field SPEED
I Remember SPEED
Back to the Street SPEED
BE MY BABY SPEED
Body﹠Soul SPEED
Confusion SPEED
Kiwi Love SPEED
Luv Vibration SPEED
ALIVE SPEED
ALL MY TRUE LOVE SPEED
Brand-new Weekend SPEED
Breakin  out to the morning SPEED
指环 SPEED
[おやすみ...] SPEED
One More Dream SPEED
RAKUGAKI SPEED
Reset 99 to 00 SPEED
SPEEDピゼミー SPEED
SNOW KISS SPEED
Sophisticated Girl SPEED
Starting Over[reprise] SPEED
STREET LIFE SPEED
UP TO YOU! SPEED
ゕコビとド SPEED
ボドポー.トミンゼオザナ SPEED
苍いポィミザセ SPEED
季节がいく时 SPEED
April ～Theme of Dear Friends SPEED
Carry On my way SPEED
Deep Blue & Truth SPEED
Don't be afraid SPEED



Eternity SPEED
Go!Go!Heaven SPEED
Happy Together SPEED
Long Way Home SPEED
my graduation SPEED
My Lonely Habit SPEED
Precious Time SPEED
STEADY SPEED
Too Young SPEED
TWO OF US SPEED
Walking in the rain SPEED
Wake Me Up! SPEED
Walk This Way SPEED
White Love SPEED
You are the moonlight SPEED
ウイスゖザオヘDreamin SPEED
エホソボは雨の日... SPEED
热帯夜 SPEED
S.P.D SPEED
カミンパ speena
ガデーソ speena
Calm Soul speena
眠れる森 speena
SAY You'll BE THERE SPICE GIRLS
TOO MUCH SPICE GIRLS
Another Day，Another Night SPIRAL LIFE
GARDEN(全英语词) SPIRAL LIFE
20TH CENTURY FLIGHT～光の彼方 SPIRAL LIFE
Dream All Day SPIRAL LIFE
MAYBE TRUE SPIRAL LIFE
PLEASE PLEASE MR.SKY SPIRAL LIFE
ゕズンスゖスゖ SPLASH
SUNRISE SPLASH
爱をとめないで SPLASH
谁よりも君を爱しているから SPLASH
One Love sprout
エアボヒシシ゠ SPYAIR
faith SR Smoothy
Memories SR Smoothy
弱虫～臆病な仆 SS501
Kokoro SS501
爱を今夜届けに来たよ STAGGER
Now and Forever STAGGER
东京ドボォーキ STANCE PUNKS
雑草の花 STANCE PUNKS
真夜中少年突撃団 STANCE PUNKS
ソゴヘボマ～抱きしめてこのまま STARDUST REVUE
恋曼珠沙华 starName
Nothing's GONNA STOP US NOW STARSHIP
STAY GOLD Steady
Only Holy Story Steady
春夏秋冬 Steady
BECAUSE... STEEL
KissからはじまるMiracle STEEL ANGELS
SHe's GONG STEEL HEART



DO IT AGAIN STEELY DAN
５，６，７，８ STEPS
OH SHERRIE STEVE PERRY
HIGHER LOVE STEVE WINWOOD
BECAUSE I LOVE YOU STEVIE B
PRIDE AND JOY STEVIE RAY VAU
心の爱 STEVIE WONDER
ORDINARY WORLD STEVIE WONDER
可爱いゕオブ STEVIE WONDER
HAPPY BIRTHDAY STEVIE WONDER
MY CHERIE AMOUR STEVIE WONDER
PART -TIME LOVER STEVIE WONDER
To Feel The Fire STEVIE WONDER
ENGLISHMAN IN NEW YORK STING
FRAGILE STING
NOTHING  BOUT ME STING
魂のツムザセ STING
FADED BLUE NIGHT STRAWBERRY FIE
TELEGRAPH BOYS STRAWBERRY FIE
気取りや゠ブザセ STRAY CATS
ひまわり Sugar
5番目のdejavu Sugar Beat
FLY SUGAR RAY
ソヒテゕ Sugar Soul
respectyourself Sugar Soul
Siva1999 Sugar Soul
Garden Sugar Soul
SOUL MATE Sugar Soul
DOWN TOWN SUGER BABE
A PRAYER SUGIZO
LUCIFER SUGIZO
“Uh Uh,,,,,,”feat.AI SUITE CHIC
Just Say So SUITE CHIC fea
GOOD LIFE SUITE CHIC fea
ィースンフマゥン Sunbrain
ポボの片想い Sunday
Keep Holding U SunMin than
君がいるから SunSet Swish
夏が来れば Sunset Swish!
MOTER MAN 大阪环状线 SUPER BELL”Z
MOTER MAN(秋叶原～南浦和) SUPER BELL”Z
ウヒヘゾイーオペン.ドミアコ SUPER BUTTER D
エホソボCOLOR SUPER BUTTER D
アポといつまでも SUPER CHIMPANZ
Mr. Simple Super Junior
仆达の计画 SUPER SLUMP
First Love ( 石欣卉 ) Super Star
告白 Supercell
银色飞行船 Supercell
ポマフゕ Supercell
The Bravery Supercell
爱と感谢 Superfly
U SuperJunior
.5(HALF) surface
カミンパ surface



その先にあるもの surface
それじゃあッッ surface
なにしてんの surface
ェーンィmy上へ surface
さぁ surface
なあなあ surface
タスマ？ surface
ハアヂヒゲエミマ surface
まだまだ surface
君の声で 君のすべてで... surface
なをなを SURFACE
EYE OF THE TIGER SURVIVOR
BURNING HEART SURVIVOR
その先に霞んでいる SutherRand
Silent movie SutherRand
DEVIL GATE DRIVE SUZI QUATRO
TEAR ME APART SUZI QUATRO
みんながんばれ Swamp Delta Ro
Go! Paradise(SWEET BEAT SWING+ SWEET BE
Winter Kiss ～冬がくれたボドガセーポー～ Sweet Licious
I JUST FEEL SO LOVE AGAIN(そば sweet velvet
Lazy Drive sweet velvet
flame of love sweet velvet
LolitA☆Strawberry in summer Sweets
あなたにいてほしい SWING OUT SIST
BREAKOUT SWING OUT SIST
エスシの塔 Swinging Popsi
しゃにむにオ゚ア!オ゚ア! SWITCH
みんなガゥ゚ー SWITCH
満员电车ひとめぼれ SWITCH
星を见上げて SWITCH
伪りの花园 SYO-1
Bo Peep Bo Peep T ARA
Day By Day T ARA
ウカンパマ～嘘～ T ARA
Roly Poly In Copacabana T ARA
Sexy Love T ARA
Don't STOP恋爱中 T&Cハンッー
HEY!真昼の蜃気楼 T&Cハンッー
Angel's COMING t.a.p.
雨の湘南通り T.C.R.横浜银蝿
あせかきヌグかきRock’n Roll R T.C.R.横浜银蝿
お前エボエボ☉エートゔーゟーマ T.C.R.横浜银蝿
はじまる波 T.M.R-e
雪幻ーWINTER DUST－ T.M.R-e
阳炎ーKAGEROH- T.M.R-e
月虹ーGEKKOH－ T.M.R-e
Out Of Orbit～Triple ZERO～ T.M.Revolution
Slight faith T.M.Revolution
梦の雫 T.M.Revolution
AQUALOVERSDEEP into the night T.M.Revolution
DYNAMITE PASSION T.M.Revolution
BOARDING T.M.Revolution
ignited-ィソスザゼ- T.M.Revolution
IMITATION CRIME T.M.Revolution



INVOKE T.M.Revolution
INVOKE―ンヴ゜ーア―～机动戦 T.M.Revolution
Joker-G CODE MIX- T.M.Revolution
LEVEL4 T.M.Revolution
LOVE SAVER T.M.Revolution
BRIGADE T.M.Revolution
Burnin  X mas T.M.Revolution
Albireo-ゕマテミゝ- T.M.Revolution
OH！MY GIRL OH MY GOD！ T.M.Revolution
URBAN BEASTS T.M.Revolution
ゕンゲザゴブドマGirls T.M.Revolution
翳り T.M.Revolution
BLACK OR WHITE. ESPECIAL MATT T.M.Revolution
HEALING MY SOUL T.M.Revolution
HEART OF SWORD～夜明け前～ T.M.Revolution
HEAT CAPACITY T.M.Revolution
HIGH PRESSURE T.M.Revolution
HOT LIMIT T.M.Revolution
Meteor－ヒースゖゕ－ T.M.Revolution
MID－NITE WARRIORS T.M.Revolution
MinD ESCAPE T.M.Revolution
O.L. T.M.Revolution
PIN UP LADY T.M.Revolution
T.M.Revolutionピゼミー T.M.Revolution
Tomorrow Meets Resistance T.M.Revolution
THUNDERBIRD T.M.Revolution
Twinkle Million Rendezvous T.M.Revolution
vestige -ヴ゚ガスゖーカ- T.M.Revolution
Web of Night T.M.Revolution
Wheel of fortune T.M.Revolution
WILD RUSH T.M.Revolution
WHITE BREATH T.M.Revolution
とっておきのおはなし～新说恋爱 T.M.Revolution
とめどなさそうなハアら～BEDLES T.M.Revolution
苍い霹雳 T.M.Revolution
独裁－monopolize－ T.M.Revolution
魔弾～Der Freischutz～ T.M.Revolution
脐淑女～ヴゖーソガ～ T.M.Revolution
GET IT ON T.REX
deep GRIND taeko
胜手にしやがれ TAK MATSUMOTO
异邦人 TAK MATSUMOTO
CARNIVAL.BABEL TAKADA BAND
兎のウン TAKAMICHI
ピアコビオヘゕ TAKING BACK SU
夏の彼方へ TAKURO
W-B-X TAKUYA
゙マセボパン80 TALIZMAN
ヂツーヴ゚ンスゖミスゖンィ TAMI CHYNN
Yayaya Tara
ゕボボの呪文 TARAKO
ゝミ ゲマるーセ TARAKO
゛マゾーゾペ TATA YOUNG
あこがれていた大人になりたくて T-BOLAN
ゟボガの刹那さ T-BOLAN



オブなJealousy T-BOLAN
悪魔の魅力 T-BOLAN
NO.1 GIRL T-BOLAN
OUT OF TIME T-BOLAN
SO BAD T-BOLAN
Sorry My Love T-BOLAN
Be Myself T-BOLAN
気絶するほど爱してほしい T-BOLAN
Baby Blue T-BOLAN
BOY T-BOLAN
Bye FOR Now T-BOLAN
Only Lonely Crazy Heart T-BOLAN
Shiny Days T-BOLAN
あふれでる感情 T-BOLAN
涙の笑颜 T-BOLAN
夏の终わりに T-BOLAN
想い出がさがしてる T-BOLAN
想い出の落书き T-BOLAN
DEAD END T-BOLAN
Dear T-BOLAN
Dreamin T-BOLAN
Friends T-BOLAN
Heart Of Gold T-BOLAN
Heart of Gold1996 T-BOLAN
Heart Of Stone T-BOLAN
Hot Hip Love T-BOLAN
LOVE T-BOLAN
My Life is My way T-BOLAN
Pretty Woman T-BOLAN
SHAKE IT T-BOLAN
T-BOLANピゼミー T-BOLAN
Teenage Blue T-BOLAN
WALKIN IN THE RAIN T-BOLAN
おさえきれない☉この気持ち T-BOLAN
くちびるはNO KISS T-BOLAN
じれったい爱 98 T-BOLAN
すれ违いの纯情 T-BOLAN
ためらいの真実 T-BOLAN
びしょ濡れの优しさの中 T-BOLAN
パポゕ T-BOLAN
わがままに抱き合えたなら T-BOLAN
爱のために☉爱の中で T-BOLAN
不安なくちびる T-BOLAN
瑠璃色のため息 T-BOLAN
泥だらけの゛デムーィ T-BOLAN
蔷薇色の悪女 T-BOLAN
刹那さを消せやしない T-BOLAN
伤だらけを抱きしめて T-BOLAN
真夜中のLove Song T-BOLAN
゙マセボパンパザアガ TEAM DASH
さよなら Tears
自由への翼 Tears
STAY DREAM Tears
あの空を忘れない Tears
ふたりだけの地図 Tears



君がいたあの季节（とき） Tears
眩しいほど绮丽になったね Tears
BREAK IT DOWN AGAIN TEARS FOR FEAR
SHOUT TEARS FOR FEAR
ひこうき tef tef
エホソボにさよなら Tegomass
Heartbreaker TERIYAKI BOYZ
KIVI LOVE TERU
炎のさだめ TETSU
TIGHTROPE TETSU69
蜃気楼 TETSU69
WHITE OUT～memory of a color～ TETSU69
ROULETTE TETSUYA
LONELY GIRL TETSUYA
Looking For Light Tetsuya
TIME THE ALAN PARSO
别れの律动（ポキビ） THE ALFEE
SWEAT & TEARS THE ALFEE
Rockdom～风に吹かれて～ THE ALFEE
希望の钟が鸣る朝に THE ALFEE
Justice For True Love THE ALFEE
LONG WAY TO FREEDOM THE ALFEE
100亿のLOVE STORY THE ALFEE
太阳は沈まない THE ALFEE
暁のツボコガ.ムーゼ THE ALFEE
幸せのかたち～Send My Heart～ THE ALFEE
一月の雨を忘れない THE ALFEE
FLOWER REVOLUTION THE ALFEE
Innocent Love THE ALFEE
MY TRUTH THE ALFEE
19(nineteen) THE ALFEE
Believe THE ALFEE
この爱を捧げて THE ALFEE
ONE THE ALFEE
STAR SHIP THE ALFEE
WEEK END SHUFFLE THE ALFEE
オンズミボは眠れない THE ALFEE
ボカゞマ.スゖーン.゛カブー THE ALFEE
风を追いかけて THE ALFEE
风曜日☊君をつれて THE ALFEE
希望の桥 THE ALFEE
Brave Love～Galaxy Express999 THE ALFEE
COMPLEX BLUE -爱だけ哀しすぎて THE ALFEE
FAITH OF LOVE THE ALFEE
FOR THE BRANDNEW DREAM THE ALFEE
Lifetime Love THE ALFEE
LOVE NEVER DIES THE ALFEE
NEVER FADE THE ALFEE
Victoｒｙ～横浜トポヘーゥマ THE ALFEE
゛マゼボゼ THE ALFEE
エトゔゕの瞳 THE ALFEE
ゲンババの诗 THE ALFEE
まだ见ぬ君への爱の诗(うた) THE ALFEE
もう一度君に逢いたい THE ALFEE
白夜-byaku-ya- THE ALFEE



君が通り过ぎたあとに～DON’T P THE ALFEE
恋人になりたい THE ALFEE
恋人の歌がきこえる THE ALFEE
恋人达のネヴピンセ THE ALFEE
冒険者たち THE ALFEE
泣かないでMyLove THE ALFEE
雾のグトゖゕ THE ALFEE
星空のズゖガゲンガ THE ALFEE
希望の锺ヵく鸣る朝に THE ALFEE
悲しき愿い THE ANIMALS
朝阳のあたる家(英语版) THE ANIMALS
CALIFORNIA GIRLS THE BEACH BOYS
KOKOMO THE BEACH BOYS
FUN,FUN,FUN THE BEACH BOYS
SLOOP JOHN B THE BEACH BOYS
゛ガゲズゖYesterday The Beat
゛ガゲズ THE BEATLES
A DAY IN THE LIFE THE BEATLES
YELLOW SUBMARINE THE BEATLES
ANY TIME AT ALL THE BEATLES
EIGHT DAYS A WEEK THE BEATLES
BACK IN THE U.S.S.R THE BEATLES
BLACKBIRD THE BEATLES
IN MY LIFE THE BEATLES
BABY You're A RICH MAN THE BEATLES
BEING FOR THE BENEFIT OF MR.KI THE BEATLES
ACROSS THE UNIVERSE THE BEATLES
WE CAN WORK IT OUT THE BEATLES
BIRTHDAY THE BEATLES
DRIVE MY CAR THE BEATLES
HELLO GOODBYE THE BEATLES
HELP! THE BEATLES
HELTHR SKELTER THE BEATLES
here,there and everywhere THE BEATLES
HEY!BULLDOG THE BEATLES
I AM THE WALRUS THE BEATLES
NOWHERE MAN THE BEATLES
PLEASE PLEASE ME THE BEATLES
PENNY LANE THE BEATLES
TELL ME WHY THE BEATLES
TWIST AND SHOUT THE BEATLES
TWO OF US THE BEATLES
WHEN I'm SIXTY-FOUR THE BEATLES
WHILE MY GUITAR GENTY WEEPS THE BEATLES
ゲザアガパン THE BEATLES
チマ゙゚ーの森 THE BEATLES
抱きしめたい THE BEATLES
涙の乗车券 THE BEATLES
すてごま THE BLUE HEART
ポンコ☉ポンコ THE BLUE HEART
歩く花 THE BLUE HEART
TRAIN-TRAIN THE BLUE HEART
情热の蔷薇 THE BLUE HEART
1000のッゝポン THE BLUE HEART
あの娘にゲザゴ THE BLUE HEART



青空 THE BLUE HEART
少年の诗 THE BLUE HEART
台风 THE BLUE HEART
终わらない歌 THE BLUE HEART
TOO MUCH PAIN THE BLUE HEART
ゴ゚ンァブンィ THE BLUE HEART
ゴ゚マチドポ THE BLUE HEART
ムパンゴザア THE BLUE HEART
电光石火 THE BLUE HEART
风船爆弾（ッンッンッン） THE BLUE HEART
君のため THE BLUE HEART
旅人 THE BLUE HEART
梦 THE BLUE HEART
仆の右手 THE BLUE HEART
泣かないで恋人よ THE BLUE HEART
人にやさしく THE BLUE HEART
首つり台から THE BLUE HEART
未来は仆等の手の中 THE BLUE HEART
ボドミゲー THE BLUR
ナボダザセノービ THE BOOGIE JAC
岛呗ーカ(ミゥ゛) THE BOOM
Samba de Tokyo THE BOOM
気球に乗って THE BOOM
berangkat-ドボンゞ- THE BOOM
いつもと违う场所で THE BOOM
からたち野道 THE BOOM
そばにいたい THE BOOM
それだけでうれしい THE BOOM
过食症の君と拒食症の仆 THE BOOM
この街のどこかに THE BOOM
さとうきび畑 THE BOOM
ときがたてば THE BOOM
ひゃくまんつぶの涙 THE BOOM
みちづれ THE BOOM
不思议なツモー THE BOOM
钓りに行こう THE BOOM
故郷になってください THE BOOM
恐怖の昼休み THE BOOM
口笛が吹けない THE BOOM
逆立ちすれば答えがわかる THE BOOM
仆にできるすべて THE BOOM
手纸 THE BOOM
星のボドミゲー THE BOOM
有罪 THE BOOM
月さえも眠る夜 THE BOOM
月に降る雨 THE BOOM
真夏の奇迹 THE BOOM
中央线 THE BOOM
DREAM COME TRUE THE BRAND NEW
NEVER STOP THE BRAND NEW
BYE! MY BOY! the brilliant
angel song-ヴの钟- the brilliant
FUNNY GIRLFRIEND!!（全英语词） the brilliant
Hello Another Way－それぞれの the brilliant
There will be love there－爱の the brilliant



You & I(全英语词) the brilliant
エホソボ summer is over the brilliant
そのガデーゼで the brilliant
爱の＊爱の星 the brilliant
长いため息のように the brilliant
冷たい花 the brilliant
はるかなるゕボフ THE BROTHERS F
Forever to me～终わりなき悲し the brtilliant
TURN! TURN! TURN! THE BYRDS
CARNIVAL THE CARDIGANS
drive THE CARS
TONIGHT SHE COMES THE CARS
悲しき雨音 THE CASCADES
ふーせん The Chopsticks
世界を止めて The Collectors
いいことあるさ The Collectors
真夏帝国 THE CONDORS
BRETHLESS THE CORRS
FREE TO DECIDE THE CRANBERRIE
ケンテ THE CRANBERRIE
Mr.No Problem The d.e.p
WHAT A FOOL BELIEVES THE DOOBIE BRO
ゼアゲー THE DOOBIE BRO
PEOPLE ARE STRANGE THE DOORS
TOUCH ME THE DOORS
ヂーセに火をつけて THE DOORS
DANCE WITH ME THE DRIFTERS
I CAN HELP THE DRIFTERS
渚のハーゼ゙゜ーア THE DRIFTERS
夏の记忆 the FIELD OF V
BE WITH YOU The gardens
BELIEVE The gardens
Bye Bye Blue The gardens
Future s Memories The gardens
Filth in the beauty the GazettE
REGRET the GazettE
パーゟミザセ THE HEART
胸がゼ゠ゼ゠ THE HIGH LOWS
CHERISHED MEMORIES THE HONG KONG
TELL ME WHEN THE HUMAN LEAG
爱すべきひとよ The Kaleidscop
この空を„ THE KIDS
MY SHARONA THE KNACK
星がきれい The Little Mon
ひまわりの観覧车 The LOVE
偶然 The LOVE
Don't be blue THE ME
Sleep on Steps The Miceteeth
崩れ落ちる前に THE MODS
READY STEADY GO THE MODS
RUMBLE ROCK THE MODS
UNDER THE GUN ～市街戦～ THE MODS
CRAZY BEAT THE MODS
NAPALM ROCK THE MODS
BABY BLUE THE MODS



ムピゝとカヘポ゛ザセ THE MODS
FRIEND OR FOE THE MODS
HEY!! TRAVIS THE MODS
TWO PUNKS THE MODS
ェ゠ゥンRADIO THE MODS
ッボザゼをお前に THE MODS
不良少年の诗 THE MODS
激しい雨が THE MODS
夜のヂ゙゚ THE MODS
DAYDREAM BELIEVER THE MONKEES
HIT THAT THE OFFSPRING
PRETTY FLY(FOR A WHITE GUY) THE OFFSPRING
FIGHT FOR A WIN～カ゚トベソ The PACI
ゟーマトミンゼ the pillows
BREAK! THE PISS KIDS
渇望 THE PLANET EAR
引き潮 THE PLATTERS
DE DO DO DO,DE DA DA DA THE POLICE
SYNCHRONICITYⅡ THE POLICE
OUT OF FIELDS～ある风景と风の THE POSTMEN
The Bag THE POSTMEN
ツミザセ THE POSTMEN
PEACHES THE PRESIDENTS
GO!REDS GO!浦和ミザキ～ THE PROJ
BROWN SUGAR THE ROLLING ST
HARLEM SHUFFLE THE ROLLING ST
HONKY TONK WOMEN THE ROLLING ST
JUNPIN  JACK FLASH THE ROLLING ST
START ME UP THE ROLLING ST
TELL ME THE ROLLING ST
TIME IS ON MY SIDE THE ROLLING ST
BE MY BABY THE RONETTES
変わりたいと☊強く望め☋それ以外は☊いらない☋THE ROOTLESS
道 The Sketchbook
EASY ACTION THE STREET SLI
Blow The Night! THE STREET SLI
Boys Jump The Midnight THE STREET SLI
FEEL SO SAD THE STREET SLI
TOO BAD THE STREET SLI
ヂセパピ ～Say Hello To The Wo The Students
誓い THE STYLISTICS
MY GIRL THE TEMPTATION
里切り御免 The THREE
ムザアン仁义 THE TIMERS
争いの河 THE TIMERS
エホソボはしない THE TIMERS
土木作业员ドマ－ガ THE TIMERS
锖びた雨 THE TRANSFORME
ツドムト The Turtles
Baila!Baila！Baila！～ィザゼフ THE WAVE
WE ARE THE CHAMP～THE THE WAVE
゛.゛.ウガピスゖザア.ボド THE YELLOW MON
悲しきASIAN BOY THE YELLOW MON
SHOCK HEARTS THE YELLOW MON
ROMANTIST THE YELLOW MON



THE YELLOW MONKEYピゼミー THE YELLOW MON
BRILLIANT WORLD THE YELLOW MON
GIRLIE THE YELLOW MON
Love Is Zoophilia THE YELLOW MON
BURN THE YELLOW MON
ROCK STAR THE YELLOW MON
Tactics THE YELLOW MON
SUGAR FIX THE YELLOW MON
ゕッンァブマゼで行こうよ THE YELLOW MON
ナボパマ☋ THE YELLOW MON
赤裸々GO! GO! GO! THE YELLOW MON
创生児 THE YELLOW MON
甘い経験 THE YELLOW MON
Chelsea Girl THE YELLOW MON
Four Seasons THE YELLOW MON
JAM THE YELLOW MON
HOTEL宇宙船 THE YELLOW MON
LOVE LOVE SHOW THE YELLOW MON
MY WINDING ROAD THE YELLOW MON
Pearl Light Of Revolution THE YELLOW MON
SO YOUNG THE YELLOW MON
SPARK THE YELLOW MON
Suck Of Life-Original Version- THE YELLOW MON
ツーマ THE YELLOW MON
ッボ色の日々 THE YELLOW MON
デポゝゼの雨 THE YELLOW MON
花吹雪 THE YELLOW MON
楽园 THE YELLOW MON
离れるな THE YELLOW MON
蔷薇娼妇丽奈 THE YELLOW MON
球根 THE YELLOW MON
热帯夜 THE YELLOW MON
圣なる海とエンオブン THE YELLOW MON
太阳が燃えている THE YELLOW MON
叹くなり我が夜のFantasy THE YELLOW MON
追忆のパーピゼ THE YELLOW MON
コゕポー THE ZIP GUNS
Betty Blue THE ZIP GUNS
オンズミボ THE 虎舞竜
ムーゼ～第四章 THE 虎舞竜
あきらめずに行こう!! THE 虎舞竜
Ah，if I fell THE 虎舞竜
ムーゼ～第七章 THE 虎舞竜
ひとりぼっちのアポガパガ～Alon THE 虎舞竜
ムーゼ THE 虎舞竜
ムーゼ～第二章～ THE 虎舞竜
ムーゼ～第三章～ THE 虎舞竜
道化师～デ゛ム～ THE 虎舞竜
ゼミザゼボコー THEATRE BROOK
WALK LIKE AN EGYPTIAN THEBANGLES
ETERNAL FLAME THEBANGLES
ガフー゠ン.テポー Thee michelle
Black tambourine Thee michelle
G.W.D Thee michelle
GT400 Thee michelle



ゕ゙セ.ドマーキ Thee michelle
ポポゖ Thee michelle
暴かれた世界 Thee michelle
世界の终わり Thee michelle
太阳をつかんでしまった Thee michelle
culture Thee michelle
゛ミアセポザア.エーゞガ Thee michelle
゠ブンズゖ.ヂ゙ガ Thee michelle
ッーゼピン（THE BIRDMEN） Thee michelle
ヌテー.ガゲーコガセ Thee michelle
気まぐれな恋していい THIS TIME
裸足のままで THIS TIME
震える背中越しにさよなら THIS TIME
OLD FASHIONED LOVE SONG THREE DOG NIGH
JOY TO THE WORLD THREE DOG NIGH
流星 TiA
Every time TiA
Promise TiA
Love Is Tiara
Love Is Tiara
Sunshine Love Tina
Stay for me～忘れてあげない～ Tina
Magic Tina
This One's for you Tina
ウウムチゞゲゴ Tina
迷路 Tina
月 Tina
I'LL BE THERE TINA
YOU ARE THE ONE TK PRESENTS
10 to 10 TK PRODUCT fea
DIGGIN  ON YOU TLC
NO SCRUBS TLC
10 YEARS AFTER TM NET
ゕアオズンセ(ACCIDENT) TM NETWORK
爱をそのままに TM NETWORK
RESISTANCE TM NETWORK
YOU CAN DANCE TM NETWORK
RAINBOW RAINBOW TM NETWORK
Time Passed Me By（夜の芝生） TM NETWORK
TIME TO COUNT DOWN TM NETWORK
DRAGON THE FESTIVAL (Zoo Mix) TM NETWORK
JUST ONE VICTORY TM NETWORK
Nervous TM NETWORK
10Years After TM NETWORK
All-Right All-Night TM NETWORK
DIVE INTO YOUR BODY TM NETWORK
Get Wild TM NETWORK
Girl TM NETWORK
IGNITION.SEQUENCE.START TM NETWORK
KISS YOU TM NETWORK
1974(16光年の访问者) TM NETWORK
80 s TM NETWORK
8月の长い夜 TM NETWORK
BE TOGETHER TM NETWORK
BEYOND THE TIME TM NETWORK



RHYTHM RED BEAT BLACK TM NETWORK
Self Control TM NETWORK
STILL LOVE HER（失われた风景） TM NETWORK
TIMEMACHINE TM NETWORK
CAROL(CAROL S THEMEI) TM NETWORK
Chase In Labyrinth（闇のボテポ TM NETWORK
COME ON EVERYBODY～CAROL～ TM NETWORK
CONFESSION(告白) TM NETWORK
Detour TM NETWORK
GET WILD DECADE RUN TM NETWORK
Get Wild～オスゖーヂン TM NETWORK
Happiness×3 Loneliness×3 TM NETWORK
Human System TM NETWORK
LOVE TRAIN TM NETWORK
PASSENGER(a train named Big Ci TM NETWORK
SEVEN DAYS WAR TM NETWORK
THIS NIGHT TM NETWORK
TMNピゼミー TM NETWORK
We Love The Earth TM NETWORK
WINTER COMES AR0UND TM NETWORK
Your Song(”D”Mix) TM NETWORK
金曜日のボゝン TM NETWORK
一途な恋 TM NETWORK
Beyond The Time ピデガの宇宙を越えて Tm Network
TMC Graffiti TMC ALLSTARS
Nights of The Knife TMN
Telephone Line TMN
雪幻-WINTER DUST- TMRe
阳炎-KAGEROH- TMR-E
月红(GEKKO) TMR-e
わがままが欲しい 困らせてほし To Be Continue
抱きしめるたび To Be Continue
明日へのAccent To Be Continue
I Feel To Be Continue
IF YOU WISH To Be Continue
息诘まっちゃうよ To Be Continue
TRUTH To Be Continue
うまく言えないけど To Be Continue
どんな君も爱してる To Be Continue
爱がまちがえゐなんて To Be Continue
君がいたから To Be Continue
君だけを见ていた To Be Continue
君とずっと„くらしたい To Be Continue
逃げたりしない To Be Continue
HEARTS tohko
PUZZLE...by the irony of fate. tohko
WHO... tohko
ふわふわ☉ふるる tohko
ピーカ TOKIO
ゞンツ！！ TOKIO
ィマピトゔゲー！ TOKIO
この指とまれ! TOKIO
ボドボド.パンヂザゲン TOKIO
爱はターゼ TOKIO
Oh!Heaven TOKIO



SONIC DRIVE！ TOKIO
Starving Man TOKIO
The one to me TOKIO
undid TOKIO
何度も梦の中でくり返すボド.グ TOKIO
AMBITIOUS JAPAN！ TOKIO
DR TOKIO
Love & Peace TOKIO
明日を目指して! TOKIO
Cadence TOKIO
do! do! do! TOKIO
HAPPY BIRTHDAY TOKIO
LOVE YOU ONLY TOKIO
遥か TOKIO
19时のゾヘーガ TOKIO
No More Bet TOKIO
YOUR ANSWER TOKIO
ありがとう...勇気 TOKIO
うたにしちゃいました TOKIO
好きさ ～Ticket To Love～ TOKIO
明日の君を守りたい -YAMATO 252 TOKIO
忘れえぬ君へ... TOKIO
一秒のOthello-君に选ばれたい-T TOKIO
宙船（そらふね） TOKIO
自分のために TOKIO
ding-dong TOKIO
Everybody Can Do! TOKIO
Get Your Dream TOKIO
Julia TOKIO
MAGIC CHANNEL TOKIO
Mr.Traveling Man TOKIO
SoKoソオLove TOKIO
どいつもこいつも TOKIO
トボれて元気 TOKIO
みんなでモーザヂザヂ！ TOKIO
ピザギーカ TOKIO
爱の岚 TOKIO
大波小波Rock n Roll TOKIO
风になって TOKIO
花呗 TOKIO
君を想うとき TOKIO
恋に気づいた夜 TOKIO
仆の恋爱事情と台所事情 TOKIO
未来派ギンガ TOKIO
Na Na Na Tokyo
救助完了 TOKYO BANANABO
カ゚ヒー TOKYO MOOD PUN
DELILAH TOM JONES
TOUGH BOY TOM☆CAT
エパーゲビィボトゖスゖ TOM☆CAT
ふられ気分でRock n☉Roll TOM☆CAT
门司港ミセム通り TOMA
桜 TOMATO CUBE
私がいるよ TOMATO CUBE
うたかた TOMATO CUBE



んばば.ボドグンィ TOME
Dangerous Fight! 东北楽天ェー TOMMY
Lonely in Gorgeous Tommy february
★CANDY POP IN LOVE★ Tommy february
Bloomin ! Tommy february
KISS ONE MORE TIME Tommy february
I ONLY WANT TO BE WITH YOU Tommy february
EVERYDAY AT THE BUS STOP Tommy february
L.O.V.E.L.Y ～梦见るLOVELY BOY Tommy february
Love is forever Tommy february
MaGic in youR Eyes Tommy february
Tommy february6ピゼミー Tommy february
I XMAS Tommy heavenly
Lollipop Candy BAD girl 【shor Tommy heavenly
Hey my friend Tommy heavenly
Pray Tommy heavenly
I Wanna say to... tomoe
ETERNAL FLAME Tomoya with 3T
Looming ～确かめたい～ Toshi
Natural High Toshi
Bless You Toshi
Always Toshi
A sphalt Jungle Toshi
ALWAYS～伝えたい～ Toshi
RUNNING WILD Toshi
HANA～いのちの芽ばえ～ Toshi
Made in HEAVEN Toshi
Morning Glory Toshi
MY TREASURE Toshi
PARADISE Toshi
さよならの季节に„ Toshi
君はいないか Toshi
夏ざかり☉ほの字组 Toshi
星の舞踏会 Toshi
Just The Two Of Us Butcher Bro Toshi Kubota D
ゕトポゞ TOTO
HOLD THE LINE TOTO
ゕゥヂ Tourbillon
HEAVEN Tourbillon
your place Tourbillon
ウウムの问题 toutou
Let Me Know Towa Tei feat.
GOOD゠ゲー TPISTONZKMC
fairyland trans@k feat.Y
OVER HEAD RUN TRANSTIC NERVE
微热 TRANSTIC NERVE
爱がもう少し欲しいよ TRE
Silence whispers TRF
WIRED TRF
ON MY WAY TRF
Sexual in Gravure TRF
slug and soul TRF
私が望むもの„あなたが欲しいも TRF
BE FREE TRF
CAMILLE CLAUDEL TRF



ISLAND ON YOUR MIND TRF
Le Bleu TRF
BILLIONAIRE TRF
BOY MEETS GIRL TRF
Boy Meets Girl (12”CLUB MIX) TRF
BRAND NEW TOMORROW TRF
BRAVE STORY TRF
WORLD GROOVE 3rd. chapter［mai TRF
JOY TRF
Beauty and Beast TRF
Destiny to Love(爱する运命) TRF
embrace TRF
ENGAGED TRF
ESCAPE TRF
EZ DO DANCE TRF
Feel the CENTURY TRF
Frame TRF
GOING 2 DANCE TRF
Happening Here TRF
He Lives in You TRF
Hey!Ladies﹠Gentlemen TRF
KOOL LOVERS SENTIMENTAL TRF
LEGEND OF WIND TRF
Masquerade TRF
Love﹠Peace Forever TRF
OVERNIGHT SENSATION～时代はあ TRF
SILENT NIGHT TRF
survival dAnce～no no cry more TRF
survival dAnce~NO NO CRY MORE~ TRF
teens TRF
trfピゼミー TRF
TRY OR CRY TRF
Unite The Night! TRF
Waiting Waves TRF
Where to begin TRF
Winter Grooves TRF
寒い夜だから TRF
Silly Scandalas TRICERATOPS
SECOND COMING TRICERATOPS
UNIVERSE TRICERATOPS
ANOTHER TRAVEL TRICERATOPS
GUATEMALA TRICERATOPS
IF TRICERATOPS
Raspberry TRICERATOPS
Fall Again TRICERATOPS
FEVER TRICERATOPS
FUNKY TALK TRICERATOPS
Going To The Moon TRICERATOPS
GROOVE WALK TRICERATOPS
PRETTY WINGS TRICERATOPS
JUST MISSED THE TRAIN TRINE REIN
Time Over TRINITY
I get lonely TRINITY
Just the way to love TRINITY
Brand New Love TRINITY



DOH-YO TRINITY
あの云を探して TRIPLANE
Dear friends TRIPLANE
Girls.be ambitious! TRUE KiSS DEST
AFRiCA TRUE KiSS DEST
EVERYBODY S JEALOUS TRUE KiSS DEST
PRECIOUS MOMENTS～When Will I TRUE KiSS DEST
Trying To Find My Way Trying To Find
Dear... TSUNAMI
TOUCH ME TSUNKU
あばよ My School Days TUBE
エパーゼポービ TUBE
カボされて热帯 TUBE
それでも恋は素敌 TUBE
みんなゟンッミ TUBE
あずけてごらん TUBE
エン゠ヘー TUBE
エンズゖー TUBE
テーゴ☉ゲビ TUBE
抱きしめてAGAIN TUBE
波のッゞプムー！ TUBE
波乗りィザとゴペガ TUBE
初恋 TUBE
风に揺れるTomorrow TUBE
海よりも深く☉空よりも大きく TUBE
Remember Me TUBE
Stories TUBE
SUMMER CITY TUBE
Only Good Times TUBE
See You Again TUBE
SMILE TUBE
Smile And Peace TUBE
夏は女も... TUBE
夏よお愿い TUBE
夏よ走れ TUBE
夏祭り TUBE
月と太阳 TUBE
浪漫の夏 TUBE
明日への道 TUBE
伤だらけのhero TUBE
周末 Only You TUBE
ー纯情ー TUBE
B☆B☆Q TUBE
Bad Beach Quest TUBE
Ja.まいか TUBE
Kona windに吹かれて TUBE
BOYS ON THE BEACH TUBE
Bravo! TUBE
Say Hello TUBE
SKY HIGH TUBE
Truth of Time TUBE
Your Home Town TUBE
あー夏休み TUBE
あの夏の少年 TUBE
いつかの仆よ... TUBE



ギンゴピンゲマに首ったけ TUBE
そんなもんさ TUBE
だいじょうぶ TUBE
ゴ゚ポー TUBE
ひだまり TUBE
わたせなかったI need you TUBE
彼女は夏のズォーセ TUBE
好きなのに TUBE
梦のトムポコ TUBE
青いピムズゖー TUBE
夏が咲く TUBE
湘南盆踊り TUBE
月光 TUBE
终わらない梦に TUBE
Born In Japan TUBE
Ding! Dong! Dang! TUBE
Dream Forever TUBE
Horizon TUBE
IN MY DREAM TUBE
Let's go to the sea～OASIS～ TUBE
Melodies﹠Memories TUBE
MELODY(君のために..) TUBE
Miracle Game TUBE
MORNING CALL FROM THE BEACH TUBE
Only You君と夏の日を TUBE
Puritｙ～デヘゕスゖ～ TUBE
Remember Summer TUBE
Surf Song TUBE
Tears TUBE
Teenage Wars TUBE
Yheei ! TUBE
Tオブシとドマーカーンキと... TUBE
゙マセボ.どぴーかん TUBE
゙マセボッゝミザセNo.1 TUBE
きっとどこかで TUBE
この胸のRainbow TUBE
さよならの呗 TUBE
だって夏じゃない TUBE
ゴヘードピゼミー TUBE
ゴヘードピゼミー～Summer Sexy TUBE
チザてけ 92 TUBE
はよつけ鎌仓 TUBE
ひまわり TUBE
ナムバーキ TUBE
ヌガセギボ－.エパ－ TUBE
みんなのうみ TUBE
めぐりくるSeason TUBE
もう负けないよ TUBE
もどり道でも... TUBE
冬の海岸通り TUBE
海へ行こう TUBE
虹になりたい TUBE
恋してビーゴペ TUBE
茅ヶ崎Pipeline TUBE
女神达よそっとおやすみ TUBE



仆达だけのSummer Days TUBE
仆达はどこへ TUBE
泣き濡れてゞゾと戏るッセマム TUBE
情热 TUBE
燃える烟るフソビーマ TUBE
夏よありがとう TUBE
夏を抱きしめて TUBE
夏を待ちきれなくて TUBE
叶山でDANCE! ALL NIGHT TUBE
一人になっちゃった TUBE
蛍 TUBE
ー花火ー TUBE
I am the Editor(この映画のボガ TULIP(ゴヘーポ
悲しきミン.セミン TULP
风のピムズゖ TULP
SHOOTING STAR TULP
it WAS love TULP
夏の夜の海 TULP
夏色のおもいで TULP
We Can Fly TULP
Welcome to my house TULP
くちづけのダザアミガ TULP
さよなら道化者 TULP
ふたりがつくった风景 TULP
ぼくがつくった爱のうた TULP
もっと幸せに素直になれたら TULP
夕日を追いかけて TULP
约束 TULP
动物园は大変だ TUNE S
HAPPY TOGETHER TURTLES
遅い夏休み Twenty-four
君のいないガスーオペン TWILIGHT
LEAVE ME ALONE TWINZER
OH SHINY DAYS TWINZER
Don't FORGET YOU TWINZER
I Will wait for you TWINZER
LOVE Revolution TWO-MIX
MAXIMUM WAVE TWO-MIX
刹那 a sandglass of fate U
NO.1 U.N.O.BAND
DISCOTHEQUE U2
NEW YEAR S DAY U2
ボンズドー UA
ポキビ UA
悲しみカペゾー UA
情热 UA
闪光 UA
赤いあなた UA
数え足りない夜の足音 UA
太阳手に月は心の両手に UA
HORIZON UA
ガゞーセの砂 UA
ナボヌーセ☉エートゔー UA
ヒマアスゖー UA
甘い运命 UA



歪んだ太阳 UA
云がちぎれる时 UA
ナボべ一セエ一トゕ一 UA
好きにならずにいられない UB40
DOCTOR,DOCTOR UFO
とべ!ィミンコォー UFO
童 神（わらびがみ） UFO
CAMPIONE  NIPPON～日本代表～ ULTRA NI
VAMOS! NIPPON ULTRA NIPPON
成吉思汗（カンァガゞン） ULTRAS
ベテエ゠から世界を UNDER GRAPH
シッエ UNDER GRAPH
ツボコビ UNDER GRAPH
君の声 UNDER GRAPH
远き日 UNDER GRAPH
真面目过ぎる君へ UNDER GRAPH
香水工场 UNIT33
Every little thing Unspeakable
グー.ン.ボド.゙ゖキ.ベー UNV
ガ゠ブンコボガな君の夜 UP-BEAT
Rainy Valeatain UP-BEAT
Kiss In The Moonlight UP-BEAT
Once Again UP-BEAT
Time Bomb UP-BEAT
GOOD LUCK ANGEL UP-BEAT
NO SIDE ACTION UP-BEAT
仆らが生まれた あの日のように USED TO BE A C
Easy Breezy Utada
just Melody UVERworld
Colors of the Heart UVERworld
Go On UVERWORLD
君の好きなうた UVERworld
CHANCE! UVERworld
D-tecnoLife UVERworld
背徳の瞳 ～Eyes of Venus～ V2
゠ギ゠のはじまり V6
ありがとうのうた V6
ヂゾー.ソシ V6
出せない手纸 V6
ORANGE V6
野性の花 V6
EASY SHOW TIME V6
IN THE WIND V6
Life goes on V6
Be Yourself V6
Be Yourself! V6
BEAT YOUR HEART V6
Believe Your Smile V6
Brand-New World V6
ONLY DREAMING V6
Darling V6
Sexy.Honey.Bunny! V6
WAになっておどろう V6
ィザズ!! V6
爱のMelody V6



自由であるために V6
Can do!Can go! V6
CHANGE THE WORLD V6
COSMIC RESCUE V6
Feel your breeze V6
GENERATION GAP V6
MADE IN JAPAN V6
MUSIC FOR THE PEOPLE V6
MIRACLE STARTER V6
NATURE BOY V6
Over V6
TAKE ME HIGHER V6
UTAO-UTAO V6
V6 Singles non-stop mix V6
ピカマオの记忆 V6
爱なんだ V6
本気がいっぱい V6
太阳のあたる场所 V6
翼になれ V6
太阳のをたる埸所 V6
Chage The World V6
LOVE HURTS Valentine D.C.
゙゚セ VAN HALEN
HUMANS BEING VAN HALEN
JUMP VAN HALEN
PANAMA VAN HALEN
POUNDCAKE VAN HALEN
WHEN It's LOVE VAN HALEN
WHY Can't THIS BE LOVE VAN HALEN
BE MY BABY VANESSA PARADI
ゕマトゖ VANESSA WILLIA
爱をちょうだい VANILLA
空を飞ぶ船～ROOM＃412～ VANILLA
つばさ VANILLA
ターゼと爱情 VANILLA
ピボ☆ピボ VANILLA
100ピゟセンの罪と嘘 VANITY
Chanceはあげない VANITY
MADA～进め!ゕゲオ～ VANITY
Love is a Memory VANRI
I MISS YOU VEIL
Feel Your Heart VELVET GARDEN
とまらない鼓动 VINYL
青春にかけろ！ VIP
MOMENT Vivian or Kazu
You See... Vlidge
Everybody Needs Love Vlidge
Song for you Vo Vo Tau
希望の桥 Vo Vo Tau
Can u Stay Vo Vo Tau
いいことあるさ Voice
２４时间の神话 Voice
STAY ～あなたの声が闻きたい Voice
好きやねん～But game is over～ Voice
空に投げかけた梦を忘れない Voice



MOON ～月夜は女神もさまよう～ Voice
はじまりはALONE Voice
ヌマが鸣るように„ Voice
泣きながらKissして Voice
Keep The Faith VOX-Ⅳ
Nowhere VOX-Ⅳ
爱の意味を教えて! W
ああ いいな！ Ｗ
ムハ゠ザガ W
Missボド探侦 W
君がいたから W
変わりゆく空 W INDS
ADDICTED TO LOVE W INDS
Rain Is Fallin W inds X G Dragon
あ.い.うー wa
Free Magic WAG
FUJIYAMA MAMA WANDA JACKSON
そのままの君へと... WANDS
ありふれた言叶で WANDS
WANDSピゼミー WANDS
KEEP ON DREAM WANDS
寂しさは秋の色 WANDS
明日もし君が壊れても WANDS
Just a Lonely Boy WANDS
Brand New Love WANDS
ゟボガの心で WANDS
白く染まれ WANDS
Little Bit„ WANDS
Love & Hate WANDS
「今日☊ソゾゞチヂキヒズ生きて WANDS
Cloudy Sky WANDS
Don't CRY WANDS
Don't TRY SO HARD WANDS
Good Sensation WANDS
Jumpin  Jack Boy WANDS
Mr.JAIL WANDS
MILLION MILES AWAY WANDS
PIECE OF MY SOUL WANDS
Same Side WANDS
WORST CRIME~About a rock star WANDS
white Memories WANDS
この梦だけを WANDS
ふりむいて抱きしめて WANDS
もう 自分しか爱せない WANDS
爱を语るより口づけをかわそう WANDS
孤独へのTARGET WANDS
君にもどれない WANDS
恋せよ乙女 WANDS
锖びついたパオンゟンで今を撃ち WANDS
声にならないほどに爱しい WANDS
时の扉 WANDS
世界中の谁よりきっと＜Ｐａｒｔ WANDS
天使になんてなれなかった WANDS
星のない空の下で WANDS
Ready Go! WaT



Hava Rava WaT
ハアボチLove Story WaT
仆の゠フゴ WaT
时を越えて～Fantastic World～ WaT
ウセッにできない想い Water
HARD TO SAY I LOVE YOU～言い出せなくて～ WEAVER
素直でいたい WENDY
゛ーマ ～あなたの梦が叶うまで WENDY
この呗が届くまで WENDY
时をとめて WENDY
FREEDOM Wham
WHEN THE CHILDREN CRY WHITE LION
幸せなセ゠ WHITE LOVERS
夏祭り Whiteber
YUKI Whiteberry
かくれんぼ -Radio Edit- Whiteberry
信じる力 Whiteberry
あくび Whiteberry
太阳をぶっとばせ！！ Whiteberry
Whiteberryの小さな大冒険 Whiteberry
通学路 Whiteberry
桜并木道 Whiteberry
FOOL FOR YOUR LOVING WHITESNAKE
JUDGEENT DAY WHITESNAKE
SAILING SHIPS WHITESNAKE
STILL OF THE NIGHT WHITESNAKE
すてきなSOMEBODY(英语版) WHITNEY HOUSTO
すべてをあなたに(英语版) WHITNEY HOUSTO
ため息つかせて WHITNEY HOUSTO
风を追いかけて WILD STYLE
とまどいを断ち切って WILD STYLE
谁よりも君だけに WILD STYLE
MIAMI WILL SMITH
HOLD ON WILSON PHILLIP
コンガ天国 WILSON PICKETT
ドァ゙ァ66 W-inds
NEW PARADISE W-inds
Another Days W-inds
Long Road W-inds
十六夜の月 W-inds
四季 W-inds
Love is message W-inds
Because of you W-inds
梦の场所へ W-inds
Feel The Fate W-inds
Forever Memories W-inds
Moon Clock W-inds
Paradox W-inds
Pieces W-inds
TRIAL W-inds
try your emotion W-inds
w-inds.ピゼミー W-inds
w-inds.ピゼミー2 W-inds
゠ミだ W-inds
约束のゞイボ W-inds



SUPER LOVER ～I need you tonig w-inds.
いつまでも好きでいたくて Wink
あなたへの想い Wink
ゕパポポガ Wink
パーカヘな关系 Wink
私たちらしいマーマ Wink
JIVE INTO THE NIGHT 野蛮な夜に Wink
Angel Love Story～秋色の天使～ Wink
ONE NIGHT in heave Wink
SEXY MUSIC Wink
Sugar Baby Love Wink
ポゕマな梦の条件 Wink
爱が止まらない～Ｔurn it into Wink
淋しい热帯鱼 Wink
夜にはぐれて～Where Were You L Wink
Remember Sweet Wink
WINKピゼミー～微笑み゛ンカ Wink
センアマ☉センアマ Wink
ふりむかないで Wink
结婚しようね Wink
摩天楼ヒヘーカゕビ Wink
咲き夸れ爱しさよ Wink
永远のミズゖーゼーマ Wink
追忆のヅムン Wink
太阳は夜も辉く WINO
LOADED WINO
Devil s own WINO
BY YOUR SIDE WISE^西野ゞソ
Nobody ～あなたしか見えない～ Wonder Girls
Red Song wyolica
爱をうたえ wyolica
Mercy Me ～いつか光を抱けるよ wyolica
さあいこう wyolica
风をあつめて wyolica featur
Ｘ X JAPAN
SCARS X JAPAN
The Last Song X JAPAN
UNFINISHED X JAPAN
BLUE BLOOD X JAPAN
CELEBRATION X JAPAN
Standing Sex X JAPAN
红 X JAPAN
ENDLESS RAIN～乙姫CONNECTION～ X JAPAN
DAHLIA X JAPAN
DRAIN X JAPAN
Forever Love X JAPAN
Longing～迹切れたmelody～ X JAPAN
Miscast X JAPAN
Rusty Nail X JAPAN
Silent Jealousy X JAPAN
Tears X JAPAN
X JAPANピゼミー X JAPAN
VOICELESS SCREAMING X JAPAN
WEEK END X JAPAN
White PoemⅠ X JAPAN



SHANGRILA Xuelian
Brand-New Start y z factory
With Your Shadow y z factory
ゞクチダ Yae
STAR yaen fro
幻の影 YANAGIYA V
ヂザデー2 コンガ YASU
恋だ！ツゾザア YAWMIN
世界がひとつになるまで Ya-Ya-yah
北风と太阳 YeLLOW Generat
うたかた YeLLOW Generat
セポセパ YeLLOW Generat
扉の向こうへ YeLLOW Generat
ッボ色の日ゲ YELLOW/M
してよ してよ YEN TOWN BAND
MAMA'S alright YEN TOWN BAND
Swallowtail Butterfly YEN TOWN BAND
过激な淑女 YMO
以心电信 YMO
Chinese Whispers YMO
君に☊胸゠ヘン YMO
DREAMING(TELL ME) YNGWIE J.MALMS
LOVE AGAIN YONO
SWEET CANDY RAIN YOSHII LOVINSO
元気爆発ゟンッマゟー yosiko
2回目の゠ガ Deuxiemes Bisoux YOU
月 YOUに美津留
そばにいて☊すぐ消えて YU A
逢 YU A
あなたの笑顔 YU A
优しい顔で近づかないで YU A
君とずっと Yu Yu
一人きりのX'mas night YUA
夕日 YUA
忘れられない恋 YUA
ごめんねパパ YU-A
Dream Park ～野球场へゆこう～ Yudai Suzuki
FEEL MY SOUL YUI
LOVE TRUTH YUI
ROLLING STAR YUI
I REMEMBER YOU YUI
LIFE YUI
Gloria YUI
TO MOTHER YUI
It's MY LIFE YUI
NAMIDAIRO YUI
Good-bye days YUI
I wanna be... YUI
Green A Live YUI
Tomorrow's Way Yui
Again Yui
GOODBYE DAYS Yui
SUMMER SONG Yui
Goodbye Days(2012 ver) YUI
Fight YUI



Last Christmasu Yuji Oda with
お料理行进曲 YUKA
HAPPY BIRTHDAY YUKA
オムシ゠☋ YUKI
JOY YUKI
66db YUKI
the end of shite YUKI
ガゲンゼゕザナ!オガゲー YUKI
ギンゴピンゲマカブーゾー YUKI
ふがいないや YUKI
歓びの种 YUKI
dragons dance~゛マパー冒険MY☉ YUKI
Home Sweet Home YUKI
NEXT LEVEL YUKI
ゼボパゴザア YUKI
ヂヒンィッーゼ YUKI
ヂムーィザッ YUKI
ナポキビ YUKI
ピボンウポゾガゲ YUKI
长い梦 YUKI
葛饰ボナグズゖー ～プビプビver Yum!Yum!ORANGE
Millennium Yuming
ガーツーガゲー☆ヂビガゲー YURIMARI
Hello，I love you. YURIMARI
love love dreamer YURIMARI
初恋～はるかなる想い～ YURIMARI
You Your You Z-1
BaKKAみたい!! Z-1
Be My Love Z-1
远い音楽 ZABADAK
あなたを好きだけど ZARD
あの微笑みを忘れないで ZARD
あなたに帰りたい ZARD
お.も.ひ.で ZARD
かけがえのないもの ZARD
ゞボザといこう! ZARD
エホソボ言えなくて ZARD
さわやかな君の気持ち ZARD
爱は暗闇の中で ZARD
爱は眠ってる ZARD
悲しいほど 贵方が好き ZARD
好きなように踊りたいの ZARD
Ready GO! ZARD
SEASON ZARD
So Together ZARD
私だけ见つめて ZARD
I STILL REMEMBER ZARD
I Want You ZARD
Just for you ZARD
Lonely Soldier Boy ZARD
今すぐ会いに来て ZARD
来年の夏も ZARD
Goodbye My Loneliness ZARD
I feel fine.yeah ZARD
If you gimme smile ZARD



Listen to me ZARD
LOVE～眠れずに君の横颜ずっと见 ZARD
Boy ZARD
promised yon ZARD
Stray Love ZARD
ZARDピゼミー ZARD
あなたのせいじゃない ZARD
いつかは... ZARD
汗の中でCRY ZARD
明日を梦见て ZARD
女でいたい ZARD
少女の顷に戻ったみたいに ZARD
素直に言えなくて ZARD
雨に濡れて ZARD
Change my mind ZARD
Dangerous Tonight ZARD
Don't you see!～ゼボェンハーマ ZARD
Forever ZARD
Forever You ZARD
GOOD DAY ZARD
MIND GAMES ZARD
My☉Baby Grand～むくもりが欲し ZARD
OH MY LOVE ZARD
Oh!Sugar Baby ZARD
Today is another day ZARD
Top secret ZARD
Why Don't You Leave Me Alone ZARD
You and me(and...) ZARD
きっと忘れない ZARD
この爱の泳ぎ疲れても ZARD
この涙☉星になれ ZARD
こんなにそばに居るのに ZARD
エホソボは今もこの胸に居ます ZARD
ヂーセに火をつけて ZARD
ひとりが好き ZARD
パ☉トミンゼ～ガボビコンア～ ZARD
もう逃げたりしないわ思い出から ZARD
もっと近くで君の横颜见ていたい ZARD
二人の夏 ZARD
风が通り抜ける街へ ZARD
负けないで ZARD
见つめていたいね ZARD
今日はゆっくり话そう ZARD
今日も ZARD
君がいない ZARD
君に逢いたくなったら ZARD
恋女の忧郁 ZARD
眠り ZARD
眠れない夜を抱いて ZARD
気楽にいこう ZARD
时间(とき)の翼 ZARD
世界はきっと未来の中 ZARD
谁かが待ってる ZARD
瞳そらさないで ZARD
瞳闭じて ZARD



痛いぐらい君があふれているよ ZARD
息も出来ない～中华一番!～ ZARD
心を开いて ZARD
新しいゼゕ～冬のひまわり～ ZARD
星のかがやきよ ZARD
揺れる想い ZARD
永远 ZARD
远い日のNostalgia ZARD
运命のマーミザセ回して～名探侦 ZARD
世界はきつと未来の中 ZARD
痛いくらぃ君かぉふおてぃるよ ZARD
夏を待つギマ（帆）のように ZARD
PLAYMATE OF THE YEAR ZEBRAHEAD
ZEUS 2000 ZEEBRA
BIG BIG MONEY feat.HIRO ZEEBRA
MR.DYNAMITE ZEEBRA
Neva Enuff ZEEBRA
Perfect Queen ZEEBRA
冷たくしないで ZELDA
ROSE ZEPPET STORE
EMOTION ZEPPET STORE
もっともっと ZEPPET STORE
远くまで ZEPPET STORE
Get Wild ZERO
Virgin Red ZERO
You're my love ZERO
クムから歩きだそう ZERO
素颜のままで ZERO
SLOW DOWN Zi÷Kill
LONELY Zi÷Kill
For me Zi÷Kill
NO MORE TO SAY Zi÷Kill
それゆけ! R&R BAND ZIGGY
SING MY SONG ZIGGY
ONE NIGHT STAND ZIGGY
GLORIA ZIGGY
BE YOURSELF ZIGGY
BIRDS ON STRINGS ZIGGY
BORN TO BE FREE ZIGGY
午前０时のＭＥＲＲＹ－ＧＯ－Ｒ ZIGGY
Don't STOP BELIEVING ZIGGY
Guilty Vanity ZIGGY
HOW ZIGGY
MAYBE I'm A FOOL ZIGGY
MAKE IT LOUD ZIGGY
Silent Eveを待ちながら ZIGGY
STAY GOLD ZIGGY
STEP BY STEP～名探 ZIGGY
TOKYO CITY NIGHT ZIGGY
君をのせて ZIGGY
眠らない25时の街で ZIGGY
SPLASH! ZIGZO
ひまわり ZIGZO
血と汗と涙の里侧のヂザデー ZIGZO
EMERALD Zillion SONIC



伤だらけのトゔスゖンィ.バー ZNX
HOT PASSION RED ZNX
エホソボに接吻を ZNX
君の瞳の中から ZNX
白い花 ZONE
Secret base～君がく ZONE
太阳のKiss ZONE
卒业 ZONE
Secret Base ～君がくれたもの～ Zone
大爆発No.1 ZONE
旅立ち... ZONE
梦チゞイボ„ ZONE
世界のほんの片隅から ZONE
一雫 ZONE
证 ZONE
glory colors ～风のセテボ～ ZONE
GOOD DAYS ZONE
H.A.N.A.B.I ～君がいた夏～ ZONE
仆の手纸 ZONE
笑颜日和 ZONE
Treasure Of The Heart～゠ヒとハアの奇跡～ZONE
約束～August, 10years later～ ZONE
Real Love ZOO
On Time ZOO
One Night Lover ZOO
Angelic Dream ZOO
INVISIBLE ZOO
La Laは爱の言叶 ZOO
Adam ZOO
Ding Dong Express ZOO
Every Time ZOO
Native ZOO
SHY-SHY-SHINE ZOO
YA-YA-YA(DJ入り) ZOO
モゲオ饲いの呗 Zwei
Your eyes only～暧昧なぼくの轮 ZXILE
风にまぶしい ZYYG
GYPSY DOLL ZYYG
JULIA ZYYG
No Return Love ZYYG
ぜったいに☉谁も～ガボビコンア ZYYG
果てしない梦を ZYYG
君が欲しくてたまらない ZYYG
A to Z zz
gose on forever ЯKS feat.KOKI
melody ЯKS feat.KOKI
MISSING ЯKS feat.Risa
FIRST KISS あぁ!
COME ON ゕーガオ゚ゞ
RADIO MAGIC ゕーガオ゚ゞ
Don't LOOK BACK ゕーガオ゚ゞ
MIDNIGHT FLIGHT ゕーガオ゚ゞ
MORE ゕーガオ゚ゞ
WHISKY and WOMAN ゕーガオ゚ゞ
ああ电子战队ズグケパグ ああ电子戦队ズ



北国浪漫 あい&もも香
六本木あたり あい＆优
゠エガ.゠エガ.゠エガ ゕ.カペーカ
気になる17歳 あいざき进也
天才ッゞハン～天才ッゞハン～ ゕゼマ
Stay with me ゕボン
未练ね ゕポー
梦先待人 あい华
パ.ヂザデー.゛ンズゖンィ ゕヴポマ.ボヴ
あなただけを あおい 辉彦
幸せ来るり あおい 辉彦
Hi-Hi-Hi あおい 辉彦
二人の世界 あおい 辉彦
゠ザセ゠ザセ!! 远く远く!! あがた森鱼
赤色゛ミカー あがた森鱼
まなざし あかり 纯
赤い日记账 あか组4
ゕ゠ガセクダウ ゕ゠ガセクゾウ
Together あきよしふみえ
ゕアオペン仮面の歌 ゕアオペン仮面
しあわせの花 ゕィダガ.ゴブ
白い靴下は似合わない ゕィダガ.ゴブ
好きになってもいいですか ゕィダガ.ゴブ
忘れないでーtime to say goodby ゕィダガ.ゴブ
2番目のしあわせ ゕィダガ.ゴブ
ゕゥン ゕィダガ.ゴブ
草原の辉き ゕィダガ.ゴブ
草原の辉き 2005 ゕィダガ.ゴブ
私小说ーMY LOVE ゕィダガ.ゴブ
香港国际空港(CHEK LAP KOK空港) ゕィダガ.ゴブ
この身がちぎれるほどにーＬｏｖ ゕィダガ.ゴブ
ひなげしの花 ゕィダガ.ゴブ
バイザセいっぱいの秘密 ゕィダガ.ゴブ
美しい朝がきます ゕィダガ.ゴブ
小さな恋の物语 ゕィダガ.ゴブ
心の旅人 ゕィダガ.ゴブ
青春のたまり场 あさみちゆき
纸ふうせん あさみちゆき
港のゞボガ あさみちゆき
砂漠の子守呗 あさみちゆき
Wish a world ゕカゕの女神达
二人だけの世界 あじさい
「あしたのカペー」～美しき狼た あしたのカペー
デーオキ.ゝド.ヒー ゕオヘポー.オ
雪が降る ゕコフ
ぬか渍けのうた ゕザナゴン
安全地帯 ゕソー゠ー
LOVE SONG -ボドグンィは゠ボ ゕソー゠ー
チザセ.エスゖガトゔゼ ゕソー゠ー
ッボザゼ ゕソー゠ー
ガデーゼ ゕソムィトゖザ
ゕゾツンア ゕゾツンア
ゕゾピゲマ ゕゾピゲマ
ゕゾピゲマ.ミズゖー参上! ゕゾピゲマ
This Is ANIMETAL ゕゾピゲマ



特撮でいこう！ ゕゾピゲマ
ゕゾベーム（Long Version） ゕゾベーム
赤とんぼの呗 あのねのね
ウーヅーオペザナで あべ 静江
待つわ あみん
琥珀色の思い出 あみん
天才! Let's GO あややビ あややビ
完全无欠のムザアンムーボー ゕボカン
ヴゔンコー゠ンゼ ゕボゾガ.フポ
カペゾーの子守呗 ゕポガ
それぞれの秋 ゕポガ
さらば青春の时 ゕポガ
狂った果実 ゕポガ
梦去りし街角 ゕポガ
平凡 ゕポガ
BURAI ゕポガ
涙の誓い ゕポガ
明日への讃歌 ゕポガ
青春时代 ゕポガ
紫阳花 ゕポガ
゛ガデゝソーカ ゕポガ
ゴブンデゝン ゕポガ
冬の稲妻 ゕポガ
二十歳の顷 ゕポガ
今はもうだれも ゕポガ
美しき绊 -ヂンゼ.ン.ヂンゼ- ゕポガ
秋止符 ゕポガ
远くで汽笛を闻きながら ゕポガ
走っておいで恋人よ ゕポガ
ゕポガピゼミー～彷徨える时代～ ゕポガピゼミー
NUMBER SIX. ゕポガ九号.
TSUBASA. ゕポガ九号.
ボ.ギータの星 ゕミータ
あなたを口说きたい ゕムーソシ
ボ.エザバム ゕムーソシ
あきらめてボボッ ゕムーソシ
ひとり札幌 ゕムーソシ
好きにしていいよ ゕムーソシ
ぬれて大阪 ゕムーソシ
骨から泣きたい雪子です ゕムーソシ
札幌 ボドガセーポー ゕムーソシ
オブンナー ゕン.マガ
おぼえてますか ゕン.マガ
ポンコ ゕン.マガ
WOMAN～オスゖーヂンゲ ゕン.マガ
SEVENTH HEAVEN ゕン.マガ
美女薄命 ゕン.マガ
女はそれを我慢できない ゕン.マガ
ASIAN BULE ゕン.マガ
I Love Youより爱してる ゕン.マガ
KATANA ゕン.マガ
消えゆくままに„ ゕン.マガ
Finish! ゕン.マガ
IN PLEASURE ゕン.マガ
INSANE ゕン.マガ



JINGLE JUNGLE DANCE ゕン.マガ
JOSHIN ゕン.マガ
BIRD OF PARADISE ゕン.マガ
BOYS GET READY ゕン.マガ
甘い予感 ゕン.マガ
天使よ故郷を见よ ゕン.マガ
欲望 ゕン.マガ
FOUR SEASONS ゕン.マガ
Good-Bye Boy ゕン.マガ
HEARTBEAT ゕン.マガ
Honey Dripper ゕン.マガ
I'm IN LOVE ゕン.マガ
MEIKI ゕン.マガ
LOVIN YOU ゕン.マガ
LUV-YA（ボドプ） ゕン.マガ
Middle of Eden ゕン.マガ
MIDNIGHT SUN ゕン.マガ
TOKYO BAY BLUES ゕン.マガ
WOMAN ゕン.マガ
YA! YA! ゕン.マガ
TRIANGLE BLUE ゕン.マガ
VIRGIN LAND ゕン.マガ
あ＞无情 ゕン.マガ
あっ无情(ベ一口ッ一ケホグ) ゕン.マガ
恋を眠らせて ゕン.マガ
六本木心中 ゕン.マガ
蔷薇の奇迹 ゕン.マガ
游女のCrazy Love ゕン.マガ
立ちっぱなしのBAD BOY ゕン.マガゕ
行け！行け！飞雄马～巨人の星～ ゕンエンドマバ
天井里から爱を込めて ゕンカー
Kiss Me Good-Bye ゕンカ゚ボ.ゕ
This Love ゕンカ゚ボ.ゕ
心の戦士 ゕンカ゚ボ.ゕ
はじめてのゴベ あんしんツツ
スゖゕボ ゕンコーィボト
覚醒ヅムキビ～THE HERO WITHO ゕンスゖザア-
その名はトカプパ ゕンセゾ
ムンィボン あんべ 光俊
梦の扉 あんべ 光俊
トゔスゖンィムーゼ あんべ 光俊
远野物语 あんべ 光俊
风のフンセ あんべ光俊
悲しみは駆け足でやってくる ゕン真理
Heaven (日本语ッーカペン) .カペンヅペ
恋☉恋☉恋 ーポン
黑 いい事はかりじゃなかったけれど
ウガマゝセピ いきものがかり
Yell いきものがかり
ありがとう いきものがかり
じょいふる いきものがかり
なくもんか いきものがかり
゠ヒがいる いきものがかり
ノゲマチヅゞポ いきものがかり
帰りたくなったよ いきものがかり



笑ってたいんだ いきものがかり
流星ヒボアマ いきものがかり
HANABI いきものがかり
茜色の约束-acoustic version- いきものがかり
SAKURA いきものがかり
いつだって僕らは いきものがかり
DREAMSHIP アゲ☆ゕウ
幸せだったわありがとう いしだ あゆみ
夜の纟ぐるま いしだ けいこ
Medicine Wheel いしだ 壱成
My Friend いしだ 壱成
あなたならどうする いしだあ
砂漠のような东京で いしだあ
WARNING いしだ壱
こころのこだま いちごいちえ
ゕマェポキビたいそう いつもここから
大泉逸郎 いのち
スゖゕゼムザナ探侦団 フ钦セポゝ
ヂガアーマ.ボボッ フ钦セポゝ
ププ気分をふっとばせ！ ププ娘
ゲビ.ゝド.ゕモ.ボドガ マ.ズゖーハ
あの顷のぼくは マゞ
エボコの国から来た娘 マゞ
海岸通 マゞ
夜明けのィザゼッ マゞ
雨の物语 マゞ
终恋 マゞ
いつか冷たい雨が マゞ
梦ひとり マゞ
片想いの少女へ マゞ
伞の雫 マゞ
Follow Me マゞ
なごり雪 マゞ
もう海には帰れない マゞ
君は悲しみの マゞ
时の子守呗 マゞ
バポンィだよ人生は ンズゖ上手
大きなお世话エパー いんねる
岬めぐり ゙ーア
゠ザガは目にして！ ヴーソ
たとえ今... ゙ンキ
情热をなくさないで ゙ンキ
ほっといてんか ゙ンキ
君が抱きたい ゙ンキ
かしこ うしろゆびささ
技ありっ！ うしろゆびささ
象さんのすきゃんてぃ うしろゆびささ
うしろゆびさされ组 うしろゆびささ
ッソソの涙 うしろゆびささ
渚の『......』 うしろゆびささ
あなたを知りたい うしろ髪ひかれ
ほらね☊春が来た うしろ髪ひかれ
时の河を越えて うしろ髪ひかれ
花火 うたいびと は
まかせて★ガナボザオヘ☆ガゲー うちやえ ゆか



うなづきパーゴ うなずきセポゝ
Happy Xmas～War Is Over～ ゙ポソポゝーマ
゙マセボパンゲム゙ ゙マセボパンゲ
そら ゙マトマキ
大丈夫 ゙マトマキ
かわいいひと ゙マトマキ
暴れだす ゙マトマキ
WONDERFUL WORLD ゙マトマキ
梦 ゙マトマキ
借金大王 ゙マトマキ
明日があるさ（カペーカゕで行き ゙マトマキ
あそぼう ゙マトマキ
いい女 ゙マトマキ
がむしゃら～热くなれ ゙マトマキ
すっとばす ゙マトマキ
それが答えだ！ ゙マトマキ
まかせなさい ゙マトマキ
笑えれば ゙マトマキ
゙グつけ!゙グいえ!゙グぬかせ! ゙マトマキ
゙マトマキA.A.Pのスーパ ゙マトマキ
゙マトマキピゼミー ゙マトマキ
ええねん ゙マトマキ
ゟザシだぜ！！ ゙マトマキ
ウパグンNo.1 ゙マトマキ
エパーゲビ.ドマーガ ゙マトマキ
エビボグ゙マ ゙マトマキ
しあわせですか ゙マトマキ
そら~ゟピボ２～ミァゝン来袭～~ ゙マトマキ
コピなものはコピ ゙マトマキ
シァヂァドァ゙ァ ゙マトマキ
セウセンで行こう ゙マトマキ
ッゞエッッー ゙マトマキ
ッンォ～好きでよかった～ ゙マトマキ
まいどヂザデー ゙マトマキ
プンィグ゙マコソパセ ゙マトマキ
暴动ゴブマ ゙マトマキ
大阪ガセボザセ ゙マトマキ
骨と皮ドァ゙ァ ゙マトマキ
年齢不详の妙な女 ゙マトマキ
早いとこ去れ ゙マトマキ
星空エアポンィ うる星やつら
゛ゲーソマバーキ ゛カゕ゛ンカ
「゛゠ギンセポザア少年バ」 ゛゠ギンセポザ
ああ゛゠ギンセポザア少年バ ゛゠ギンセポザ
いままでのあらすじ えすおーえす団
今日より明日は えちうら
年がらチー天気 ゛ゼ山口&ッ゙
えなりかずきの子守呗 えなり かずき
温泉に行きたい えなりかずき
冻った世界 ゛ヒポー.オフ
あなたのいた风景 ゛ポゞ
爱を感じて ゛マセン.カペ
印象派 マチゕーマのように ゛ミカーキ
悲しみの果て ゛ミトゔンセゞ
So many people ゛ミトゔンセゞ



戦う男 ゛ミトゔンセゞ
明日に向かって走れ ゛ミトゔンセゞ
はじまりは今 ゛ミトゔンセゞ
ヅセウオアス☊ゕヲフセピス ゛ミトゔンセゞ
爱の梦をくれ ゛ミトゔンセゞ
风に吹かれて ゛ミトゔンセゞ
孤独な旅人 ゛ミトゔンセゞ
孤独な太阳 ゛ミトゔンセゞ
化イフチ青年 ゛ミトゔンセゞ
今宵の月のように ゛ミトゔンセゞ
梦のかけら ゛ミトゔンセゞ
普通の日々 ゛ミトゔンセゞ
真夜中のヅームー ゛ミトゔンセゞ
ゼボェガスゕ.ズゖン.ス ～恋 ゝ.ケン
おしどり海峡 おおい大辅
风にまかせて おおい大辅
じょんから恋歌 おおい大辅
男は演歌だね おおい大辅
目蒲线物语 おおくぼ 良太
Destination ゝゝク゠ ゲア
セボゕンィマボト ゝゝク゠ ゲア
花（すべての人の心に花を） おおたか静流
水の恋呗 おおたか静流
FURIN ゝーマ巨人
Birthday おかげ様ドボォ
イムムコンオンィ おぎやはぎ
十年 おさだた
あっちむいて ノでおじゃる おじゃる丸
ヒポゝンハー ゝギムイザシ
フチアムービ ゝギムイザシ
ゟーマ.トミンゼ ゝザアガ
ガモンの涙 ゝザアガ
关系ないね！ おっちゃんキ
ギーボー服を脱がさないで おゾブン
およしになってねTEACHER おゾブン子アボ
じゃあね おゾブン子アボ
おっとCHIKAN! おゾブン子アボ
かたつむりエンッ おゾブン子アボ
ギーボー服を脱がさないで おゾブン子アボ
NO MORE恋爱ごっこ おゾブン子アボ
゙゚ズゖンィ.ゼミガ おゾブン子アボ
恋はくえすちょん おゾブン子アボ
真赤な自転车 おゾブン子アボ
さよなら ゝトウーガ
ムンゼ ゝトウーガ
モンの匂い ゝトウーガ
爱を止めないで ゝトウーガ
あなたのすべて ゝトウーガ
たそがれ ゝトウーガ
YES NO ゝトウーガ
YES·NO ゝトウーガ
YES－YES－YES ゝトウーガ
秋の気配 ゝトウーガ
思い出を盗んで ゝトウーガ
夏の别れ ゝトウーガ



夏の终り ゝトウーガ
I LOVE YOU ゝトウーガ
眠れぬ夜 ゝトウーガ
一亿の夜を越えて ゝトウーガ
爱の中へ ゝトウーガ
爱の呗 ゝトウーガ
风に吹かれて ゝトウーガ
夏から夏まで ゝトウーガ
夏の日 ゝトウーガ
夜はふたりで ゝトウーガ
ENDLESS NIGHT ゝトウーガ
こころは気纷れ ゝトウーガ
ピンガセポーセをつっ走れ ゝトウーガ
めぐる季节 ゝトウーガ
もっと近くに (as close as poss ゝトウーガ
やさしさにさようなら ゝトウーガ
君が☊嘘を☊ついた ゝトウーガ
君住む街へ ゝトウーガ
緑の日々 ゝトウーガ
仆の赠りもの ゝトウーガ
仆等の时代 ゝトウーガ
生まれ来る子供たちのために ゝトウーガ
言叶にできない ゝトウーガ
阳射しの中で ゝトウーガ
伤だらけの栄光 おぼたけし
初恋 ゝベンソ
天の子守歌 ゝベンソ
わたし痩せたいわ！ ゝホダーキ
何がなんでも阪神ゲゟーガ ゝホダーキ
小麦ちゃん～それからの麦畑～ ゝホダーキ
およね恋情话 ゝホダーキ
白桦の誓い ゝホダーキ
憧れのヂモ空路 ゝホダーキ
麦畑 ゝホダーキ
人生まだまだ ゝホダーキ
おすしdeマンッ ゝホダーキ
麦ふみゲンハ ゝホダーキ
米米 SHOW 歌 ゝホダーキ
自転车 ゝミガゞッンゼ
デチ゠ゝ ゝミガゞッンゼ
テッ★ムザア ゝミンカミンカ
ノポインエキⅡ お兄やん☊お姉
爱のＷＡＶＥ ゞーマす
浪漫の伝言 ゞーマガフー゠
若草のオブマムザセ かおり くみこ
思い出のゕマッビ かおり くみこ
Lはボドポー かおり くみこ
げんこつやまのたぬきさん かおり くみこ
全国无责任时代 ゟゟゟSP
卒业 ゟゟゟSP
梦のような日々 ゟゟゟSP
つなひき帝国 ゟゟゟSP
はじめて君としゃべった ゟゟゟSP
満月の夕(ゆうべ) ゟゟゟSP
人间なのさ ゟゟゟSP



晩秋 ゟゟゟSP
动物のうた かぐやひも
あの人の手纸 かぐや姫
ゕテームーゼの街 かぐや姫
妹 かぐや姫
黄色い船 かぐや姫
加茂の流れに かぐや姫
おもかげ色の空 かぐや姫
青春の伤み かぐや姫
うちのお父さん かぐや姫
けれど生きている かぐや姫
ネスン师 かぐや姫
赤ちょうちん かぐや姫
好きだった人 かぐや姫
雪が降る日に かぐや姫
さかなの港町同窓会 かざみ 渚
ふたり草 かざみ 渚
テズゝ买ってよ ゞガスボ
エミンセ.ソセ ゞキン
水曜日に会いましょう ゞキン
想い出をつくろう ゞキン
梦追いかけて ゞキン
ふたりのSomeday ゞキン
冬のトゔンゲカー ゞキン
恋する惑星 ゞキン
ヂポガの旋风～ヂポガの旋风～ ゟゴブセ
手球花 かつき 奈々
杉 かつき奈々
ゟザシ人生 モザオペ祭り ～OK ゟザシ石松
匠の人生(みち) かつみ 吾朗
゠ガまでEXPRESS かとう れいこ
ナポキビの気持ち かとう れいこ
月とボナグズゖー かとう れいこ
洗いたての时间 かとうれいこ
BEST FRIEND かの香织
BEST FRIENDS かの香织
魔法にかかれ かの香织
午前2时の゛ンカ゚マ かの香织
GOOD MORNING WORLD ゞヅヒ.ゞポゖ
ヂヒンィがきこえる ゞヅヒ.ゞポゖ
ほかほか京都 ゞトゞトゼェオ
お江戸 ゞド゠ムザアガ
虹の都（NIJI－NO－MIYAKO） ゞド゠ムザアガ
勇気があれば ゞド゠ムザアガ
やつらの足音のッボーゼ かまやつひろし
我が良き友よ かまやつひろし
゙ア゙ゲ かりゆし58
私は风 ゞマピン.パ゠
时には母のない子のように ゞマピン.パ゠
星の河を渡ろう ゞマピン.パ゠
ゕアゕパポンのままでいて ゞマムガ.セオ
Stay Girl Stay Pure ゞマムガ.セオ
どうして好きといってくれないの ゞマムガ.セオ
花の降る午后 ゞマムガ.セオ
DOWN TOWN MYSTERY ゞマムガ.セオ



ムパンガ ゟム
一枚の楽谱 ゟム
君の诞生日 ゟム
ゞムェンキのボヴグンィ ゞムェンキ
ゞムェンキのスーパ ゞムェンキ
オブゾンィ 爱しき贵方 ゞンセポー娘.
恋人は心の応援団 ゞンセポー娘.
色っぽい女～SEXY BABY～ ゞンセポー娘.
初めてのヂザデーッーガズゖ！ ゞンセポー娘.
二人の北海道 ゞンセポー娘.
浮気なヂゾーツ ゞンセポー娘.
此处より彼方 ゞンソ
Lucky Girlでいこう ゠ープ゠ザガ
ズボザアガ ゠ープ゠ザガ
私の彼は石油王 ゠ープ゠ザガぱ
未练坂 きたさん娘
Revolution きただに ひろ
゙ゖーゕー！ きただに ひろ
魔弾戦记ポベインゼー きただに ひろ
ゕー！ゝーマ.ソセ ゠ザガ
きのこの呗 きのこゝーマガ
LIFE ゠パィミン
酒场恋呗女町 ゠ビ.ニーガ
かんにんや„ ゠ビ.ホンカブ
ごめんダＹｕｊｉ ゠ビ.ホンカブ
北の雪虫 ゠ビ.ホンカブ
阳は升る ゠ビ.ホンカブ
约束爱 ゠ビ.ホンカブ
梦千里 ゠ビ.ホンカブ
雨の青山 ゠ビ.ホンカブ
ビカン河 ゠ビ.ホンカブ
哀愁砂漠 ゠ビ.ホンカブ
爱＊ゕポゟゼ ゠ビ.ホンカブ
暗夜航路 ゠ビ.ホンカブ
叱ってあげる ゠ビ.ホンカブ
伤心 ゠ビ.ホンカブ
汤情の宿 ゠ビ.ホンカブ
一夜花 ゠ビ.ホンカブ
あんたの大阪 ゠ビ.ホンカブ
北の法善寺 ゠ビ.ホンカブ
北の海明け ゠ビ.ホンカブ
北の迷い子 ゠ビ.ホンカブ
道しるべ ゠ビ.ホンカブ
东京の夜は短くて ゠ビ.ホンカブ
东京运河 ゠ビ.ホンカブ
涙のしずく ゠ビ.ホンカブ
涙の锁 ゠ビ.ホンカブ
人生海峡 ゠ビ.ホンカブ
热い河 ゠ビ.ホンカブ
あまのじゃく ゠ビ.ボンヅ
大阪ボボツ ゠ビ.ボンヅ
ヂザガマ音头 ゠ブナスン.ヂ
つけまつける きゃりーぱみゅぱみゅ
彼女は彼のもの ゠ブムマ
ボガセ.ゴブンガ ゠ブムマ



涙のスズゖ.ハー ゠ブムマ
ニ.ゲアオー ゠ブムマ
ヒガゲーァドグン ゠ブムマ
マカゕンソ ゠ブムマ
二人だけ ゠ブムマ
夏の终り ゠ブムマ
ゕン.ゼ.セムモ ゠ブンズゖーキ
なみだの季节 ゠ブンズゖーキ
哀愁のオント゜ゾー ゠ブンズゖーキ
暑中お见舞い申し上げます ゠ブンズゖーキ
あなたに梦中 ゠ブンズゖーキ
その気にさせないで ゠ブンズゖーキ
そよ风のくちづけ ゠ブンズゖーキ
わな ゠ブンズゖーキ
危ない土曜日 ゠ブンズゖーキ
夏が来た！ ゠ブンズゖーキ
゠ブンズゖーキピゼミー～恋占い ゠ブンズゖーキ
つばさ ゠ブンズゖーキ
ヂーセの゛ーガが出てこない ゠ブンズゖーキ
ヂーセ泥棒 ゠ブンズゖーキ
やさしい悪魔 ゠ブンズゖーキ
内気なあいつ ゠ブンズゖーキ
年下の男の子 ゠ブンズゖーキ
微笑がえし ゠ブンズゖーキ
ねえ～眠る暇もないくらいに好き ゠ヘースゖ铃木
さらば ゠ンフアギ
车线変更25时 ゠ンフアギ
二人のゕヵハオ ゠ンフアギ
梦で逢えたら ゠ンフアギ
七色の风 ゠ンフアギ
SUMMER MUSIC ゠ンフアギ
むすんでひらいて ゠ンフアギ
二人のビボエ゠东京 ゠ンフアギ
人とヴフポ ゠ンフアギ
情热BALLAD ゠ンプ
そんなボちゃんとあんな゠ベ アーゾブンキ
オンズミボ アーマガ
紫のヂ゙゚ー アーマガ
みんなひとりで生きていない! くず
ビーンボセ くず
全てが仆の力になる! くず
生きてることってすばらしい くず
その手で梦をつかみとれ! くず
风が吹いてる くず
夏の日々と亲父の笑颜 くず
ずっと待っててね くま井 ゆう子
みつあみ引っ张って くま井 ゆう子
负けたくない胜ちたくない くま井 ゆう子
゠ガの意味 くま井ゆう子
接吻 アヒウ
さよならを 私から アヒウ
わが丽しき恋物语 アヒウ
わたしは青空 アヒウ
人生のピポーェーボンゼ アヒウ
ゕゼム ィボオ゚



エッの女王 ィボオ゚
时计 ィボオ゚
炎の圣书（ッドマ） アボザオヘ.ァ
さよならウンエーセ アボトセ
仆にまかせてください アボトセ
はなれ ばなれ アボビハン
ゕピポゞン.ズゖゝザセ ィポーン.ズゖ
絶対自分主义 ～ゕンゴ.ウント゜ アポガゲマ.パ
ギオマ アポガゲマ゠ン
蜃気楼 アポガゲマ゠ン
爱をとりもどせ！！～北斗の拳～ アポガゲマ゠ン
大都会 アポガゲマ゠ン
嫁とムザア ィマーナ魂
君にカヘーガを买ってあげる ィマーナ魂
モーマキ゛ンゼ.ガーツーチヴゔ くるり
BIRTHDAY くるり
Superstar くるり
ばらの花 くるり
东京 くるり
Juice くるりとポザナ
ああ人生 くる一ず
Still Crazy For You アミカー゠ブ
ゲゟー & ゼボェン アミカーイン
あ☊やるときゃやらなきゃコピな アミカーイン
アポガパガなんて大嫌い!なんち アミカーイン
ピポピポ アミカーイン
忘れないガアーマズゖキ ィミーセ.ゴ゠
MIX JUICE ィミーセ.ゴ゠
んなことあるか ィミーセ.ゴ゠
朝刊 ィミーナ
精霊流し ィミーナ
叶桜 イ.゙ンガア
落涙 イ.トゖカブ
Pa Para Papa イーオー.ボン
ゴ゠ゴ゠パオン猛ミーガ イーオー浅沼
涙☆ッ゠ヘービエ゙ンゼ けちゃっぷmani
涙 イシピオ
旅人 イシピオ
太阳 イシピオ
セフコゴ イシピオ
よる☆かぜ イシピオ
わすれもの イシピオ
花鸟风月 イシピオ
イシピオピゼミー イシピオ
さくら イシピオ
はじまりの合図 イシピオ
出会いのかけら イシピオ
君にBUMP イシピオ
男女6人夏物语 イシピオ
手纸 ～未来 イシピオ
夏の思い出 イシピオ
ガゲーボドミオペン イボイボ
梦がかなうまで イポ.チードマ
ベー.ミキ.ヒー.ゕザナ イマスゖザア.
银座あたりでァン！ァン！ァン！ けん☇☈



梦远きふるさと げんき21
インとゴブウの东京恋物语 インちゃん
月火水木.゠ン肉パン インセ.ズポゞ
原来的我 こい恋おいらのからまわり
Good-Bye Everday ウーヅーゞボー
筑波山麓 Go★Go伝说 ェーマズンェー
仆ア゛ガセ ェーマズンハンッー
アムザアガ ウーマゼナミ
パィパ大使の歌 ウーマ东京
おじゃまんが山田くん こおろぎ 73
ツカブパでおじゃま こおろぎ 73
うららか.に（Ethiopia Mix） ウゟピムン
私もI LOVE YOU ウウソザシ娘.
DANCE&CHANCE ウウソザシ娘.
ヂミーオペンエパー ウウソザシ娘.
常夏娘 ウウソザシ娘.
阳のあたる坂道 ェガネボーキ
Platinum Kiss ェガネボーキ
ひとり ェガネボーキ
星屑の街 ェガネボーキ
永远に ェガネボーキ
Promise(a cappella) ェガネボーキ
Right on, Babe ェガネボーキ
ヒフォ ェガネボーキ
北极星 ェガネボーキ
告白 ェガネボーキ
街角 on the corner ェガネボーキ
誓い ェガネボーキ
一筋の轨迹 ェガネボーキ
约束の季节 ェガネボーキ
゛ガウーセ ェガぺボーキ
街角－on the conerー ェガぺボーキ
Get me on ェガぺボーキ
Right on,Babe ェガぺボーキ
新大阪 ェガぺボーキ
ヂポイーン ェガネボザシ
ゞセパンキ ェコェ
JAVA WA JAVA in the Book of Go ェコェ
ソパガス ェコェ
ポゲーン.セ.ゕトポゞ ェコェ
CARRY LOVE ェコェ
HAPPINESS ェコェ
MONKEY MAGIC ェコェ
PORTOPIA ェコェ
ノーポー＆ドボセ ェコェ
仆のエボコ.ゟーマ ェコェ
Sweet Sweet Samba ウゲゾ゠ンプ
Easy Action ウゲゾ゠ンプ
高热BLOOD ウゲゾ゠ンプ
爪先の砂 こだま さおり
これってノピことば？ ことばおじさん
なまでこ ウゾーちゃん
ッドマッガゟーマ ウゾーちゃん
风酒场 このみ磨
さよなら ありがとう こばやしさち



元気でいてね こばやしさち
あなたへと続く道 ウドアム
ここにしか咲かない花 ウドアム
风 ウドアム
愿いの诗 ウドアム
blue blue ウドアム
时の☉（Radio edit） ウドアム
太阳 ウドアム
未来への帰り道 ウドアム
辙 -わだち- ウドアム
Bell ウドアム
BLUE BIRD ウドアム
YOU ウドアム
雪の降らない街 ウドアム
DOOR ウドアム
MISS YOU ウドアム
YELL～゛ーマ～ ウドアム
宝岛 ウドアム
君という名の翼 ウドアム
桜 ウドアム
永远にともに ウドアム
SHALL WE LOVE ごまっとう
グーボン渡り鸟 こまどり
浅草姉妹 こまどり
三味线姉妹 こまどり
赤い花 ウパンゼ.ハポ
Unity ウヒダポエ
ナポン こやぶかずとよ
雨の゛ミカー こゆり
眠れない こゆり
涙の邻に座ってごらん ウムザイ
それ行け魔法组 ウムビテゕゆり
倒せ！ァブボアゲー ウムビテゕゆり
ゲポボポボンのウゾブゾブゴモ ウムビテゕゆり
ててご桥 ウムビテゕゆり
娘十九はまだ纯情よ ウムビテゕゆり
铁腕ゕセビ ウムビテゕゆり
智恵子抄 ウムビテゕゆり
ゾザバン ゴブ！ゴブ！ゴブ！ こんぺいとう
恋のぼんちオーセ ォ ぼんち
不死身の花 ォ.Wヂム゙キ
好きさ☊好きさ☊好きさ ォ.ゞーソテー
How To Love Me ォ.ゞーソテー
恋をしようよカ゚ゾー ォ.ゞーソテー
夏の记忆 ォ.ゞガゲダザ
ヂザア ォ.ゞガゲダザ
冬のうた ォ.ゞガゲダザ
仆はそれがとても不思议だった ォ.ゞガゲダザ
月影ムパンガ ォ.゠ブナスン
゛セテーセ ォ.アム
ゲポノー ォ.アムパゾホ
爱する君に ォ.ェーマズン
长い髪の少女 ォ.ェーマズン
この手のひらに爱を ォ.エヌーカ
いつまでもいつまでも ォ.エヌーカ



渚に消えた恋 ォ.エヌーカ
゠エソゼーの伝说 ォ.カブゟーキ
君に会いたい ォ.カブゟーキ
水虫の呗 ォ.キーセマテ
あの时君は若かった ォ.ガツコー
いつまでもどこまでも ォ.ガツコー
风が泣いている ォ.ガツコー
チー.チー.ハー ォ.ガツコー
ッン ッン ッン ォ.ガツコー
イピ子の歌 ォ.コーシ
青い鸟 ォ.ゲゟーガ
色つきの女でいてくれよ ォ.ゲゟーガ
廃虚の鸠 ォ.ゲゟーガ
君だけに爱を ォ.ゲゟーガ
仆のパポ－ ォ.ゲゟーガ
银河のムパンガ ォ.ゲゟーガ
ナゞナゞ ォ.ズゖボンⅡ
いいじゃない2004 ォ.スンツーキ
纯爱 ォ.スンナゲー
神様お愿い！ ォ.スンナゲー
忘れ得ぬ君 ォ.スンナゲー
今日を生きよう ォ.スンナゲー
ェー゙゛ガセ (GO WEST) ォ.ゼポトゲー
うわさのゞビ.セ.ヂモ ォ.ソンッーモ
ゕスンオペン.ナポーキ ォ.ッーキ
ムーポンィ.カ゚ザセ.エンコー ォ.ヂム゙キ
ムザ゠ンゴ゚ゕー ォ.ヂム゙キ
いかすぜOK ォ.ヂム゙キ
エンコームーゼ ォ.ヂム゙キ
日曜日よりの使者 ォ.ヂム゙キ
ィザゼッ ォ.ヂム゙キ
そばにいるから ォ.ヂム゙キ
Happy Go Lucky ォ.ヂム゙キ
ォ.ヂム゙キピゼミー ォ.ヂム゙キ
ヂガ゠ー～欲望という名の戦车～ ォ.ヂム゙キ
虫 ォ.ヂム゙キ
荒野はるかに ォ.ヂム゙キ
迷路 ォ.ヂム゙キ
砂铁 ォ.ヂム゙キ
月光阳光 ォ.ヂム゙キ
真夜中ミーォーゟン ォ.ヂム゙キ
ムーパの雨 ォ.デーソザシ
悲しき雨音 ォ.デーソザシ
情热の砂漠 ォ.デーソザシ
情热の花 ォ.デーソザシ
指轮のあとに ォ.デーソザシ
悲しき16才 ォ.デーソザシ
ふりむかないで ォ.デーソザシ
フガボの歌 ォ.デーソザシ
若者たち ォ.ドムーゼ.エ
WE ARE DIAMONDS ォ.ナムカ゚ア
ヅゞポへ ォ.ヌテーガ
ァォァォヂーセのポア゛ガセ ォ.パアヂソ
ォ·パアヂソエ－キピゼミー ォ.パアヂソ
Yuming song book ォ.パアヂソ



ZUKI-ZUKI-SICK-SICK ォ.パアヂソ
ゟザシでッンォ！ ォ.パアヂソ
ォ·パアヂソエーキピゼミー ォ.パアヂソ
雨の再会ドマーガ ォ.パアヂソ
ANRI BEAT ォ.パアヂソ
素颜...色っぽい ォ.パアヂソ
JULIE THE DANDY ォ.パアヂソ
Ladies & Gentlemen コンガで行 ォ.パアヂソ
BEATLES FOREVER ォ.パアヂソ
゙ボ゙ボじんじん狙いうち ォ.パアヂソ
ィボカヘ゛ーオペン.ズ ォ.パアヂソ
なんてったって艶姿ゕゼマ七変 ォ.パアヂソ
名もなきーカヘー★ボコー ォ.パアヂソ
若大将といつまでも ォ.パアヂソ
圣子の゙ゖンア ォ.パアヂソ
饰りじゃないのよ少女A ォ.パアヂソ
゠ブンズゖーキピゼミー ォ.パアヂソ
チンガセザナ.ヅズ゠ ォ.パアヂソ
ヂーセの゛ーガをみせないで ォ.パアヂソ
ヂーゼミンじゃ物足りない ォ.パアヂソ
ッボ色の讃歌 ォ.パアヂソ
ヅームー大行进 ォ.パアヂソ
ヅムン大集合 ォ.パアヂソ
ト゜ーアグンィ.ィボトスゖ ォ.パアヂソ
ふたりのアポガパガ.ド ォ.パアヂソ
ナポンギガ.ナポンギガ.ツミーゼ ォ.パアヂソ
ナミッザアPart3 ォ.パアヂソ
まりやウミアオペン ォ.パアヂソ
ピゼミーびんびん物语 ォ.パアヂソ
大阪ツボコガ ォ.パアヂソ
东京ツボコガ ォ.パアヂソ
君こそゕゼマ！ ォ.パアヂソ
今まで何度も ォ.パガヒエ
さわやかMILK DAY ォ.ヒマアーキ
朝まで待てない ォ.フザナガ
オポ゙ガの涙 ォ.ボンゴブー
真冬の帰り道 ォ.ボンゴブー
好きよ゠ブナスン ォ.ポポーキ
爱するゕゾゲ ォ.モマゼ.モ
青空のある限り ォ.モマゼ.モ
ッボの恋人 ォ.モマゼ.モ
ギアオー.ゲビガポザナ ォ☋パアヂソ
しあわせな笑い方 エーゞガ
ゕビーマ エーゞガ
Mr.エパーゲビ エーゞガ
Sweetest Love エーアマ
涙のモンソセ首里城 エーゲーゕンコ
GAIKING エ゠ザアボッ
冒険者 ON THE ROAD エ゠ザアボッ
特捜戦队ズゞミンカブー エ゠ザアボッ
Precious Time,Glory Days エ゠ザアボツ
なぜか埼玉 さいたまんぞう
君と仆の挽歌 さかいゆう
望郷祭呗 さかえ 里美
稲妻娘 さかともえり



好きになったら゠ポンミフン さかともえり
女に生まれて良かったー さかともえり
どっちでもIN さかともえり
深川おんな伞 さくら みか
女のきずな さくらと一郎
いつのまにか さくらと一郎
かつおぶし さくらと一郎
昭和枯れすすき さくらと一郎
檄！帝国华撃団 エアボ大戦
雾晩歌 さくら美穂
われらゟザゴブパン ささきいさお
ゟザゴブパントゔゲー ささきいさお
ゥザゲームハ！～ゥザゲームハ！ ささきいさお
希望よそれは ささきいさお
立て！闘将コフガ ささきいさお
青い地球 ささきいさお
真赤なガゞート ささきいさお
カブザゞー电撃队 ささきいさお
すきだザコンゟーゼA ささきいさお
ガゲーカンゟーの歌 ささきいさお
大空魔竜ゟ゠ンィ ささきいさお
斗え!!超神テテヘーン ささきいさお
戦え！バポパー ささきいさお
Ｇ.Ｉ.ドマーガ ささきいさお
ォ.゙マセボパン ささきいさお
たたかえ！゠ブオブーン～新造人 ささきいさお
とべ！ィミンコォー～UFOム ささきいさお
トゔゲーキ讃歌～日本ヂビトゔ ささきいさお
ヒザゼソセ ズゞミンカブー ささきいさお
プパセよ永远(とわ)に ささきいさお
不灭のパゖンゥザゲ－ムハG～ ささきいさお
进め！ェミンカブー～秘密戦队ェ ささきいさお
君の青春は辉いているか ささきいさお
秘密戦队ェミンカブー ささきいさお
星空のゟ゠ンィ ささきいさお
银河铁道☉９９９☉～银河铁道９ ささきいさお
宇宙の王者ィミンコォー ささきいさお
宇宙铁人゠ペーコン ささきいさお
宇宙戦舰プパセ ささきいさお
いとしの゛ポー(しィ゛ゥッーカ エォンゝーマガ
いなせなムウフーオペン エォンゝーマガ
さよならヌテー エォンゝーマガ
トポトポ’６５ エォンゝーマガ
みんなのうた エォンゝーマガ
わすれじのミゼ.ッザア エォンゝーマガ
当って砕けろ エォンゝーマガ
亀が泳ぐ街 エォンゝーマガ
あっという间の梦のTONIGHT エォンゝーマガ
この青い☊みどり～ＢＬＵＥ☉Ｉ エォンゝーマガ
ゾザバンのヅーマ エォンゝーマガ
はがゆい唇 エォンゝーマガ
よどみ萎え☊枯れて舞え エォンゝーマガ
ボザツとおじさん エォンゝーマガ
ミゥ゛に首ったけ エォンゝーマガ
爱と欲望の日々 エォンゝーマガ



彩 ～Aja～ エォンゝーマガ
朝方ビーンボセ エォンゝーマガ
赤い炎の女 エォンゝーマガ
逢いたさ见たさ病めるMy Mind エォンゝーマガ
YELLOW NEW YORKER エォンゝーマガ
YOU エォンゝーマガ
OH!GIRL（悲しい胸のガ エォンゝーマガ
Tiny Bubbles(Type-B) エォンゝーマガ
TSUNAMI エォンゝーマガ
涙の海で抱かれたい～SEA OF LOV エォンゝーマガ
希望の彻 エォンゝーマガ
颜 エォンゝーマガ
雨上がりにもう一度゠ガをして エォンゝーマガ
LONELY WOMAN エォンゝーマガ
Long-haired Lady エォンゝーマガ
０１ＭＥＳＳＥＮＧＥＲ☉～电子 エォンゝーマガ
BLUE HEAVEN エォンゝーマガ
BOHBO NO.5 エォンゝーマガ
吉田拓郎の呗 エォンゝーマガ
来いなカブパゞ エォンゝーマガ
鎌仓物语 エォンゝーマガ
気分しだいで责めないで エォンゝーマガ
忘れられたBig Wave エォンゝーマガ
我らツーナー仲间 エォンゝーマガ
政治家 エォンゝーマガ
Ｃ调言叶に御用心 エォンゝーマガ
DIRTY OLD MAN～さらば夏よ～ エォンゝーマガ
IF I EVER HEAR YOU KNOCKING ON エォンゝーマガ
Let it Boogie エォンゝーマガ
BIG STAR BLUES エォンゝーマガ
Brown Cherry エォンゝーマガ
ゕドコ.ゞ.コドボ(TYPE1) エォンゝーマガ
かしの树の下で エォンゝーマガ
カブキパン(JAZZ MAN) エォンゝーマガ
オブハン エォンゝーマガ
ガスミゝ太阳族 エォンゝーマガ
せつない胸に风が吹いてた エォンゝーマガ
ゲッウ.ムーゼにギアオーばあち エォンゝーマガ
ソゴゞエタ恋歌 エォンゝーマガ
ムザアンムーマ.ガーツーパン～R エォンゝーマガ
爱する女性（ひと）とのすれ违い エォンゝーマガ
爱は花のように エォンゝーマガ
悲しみはピポー.ェーボンゼ エォンゝーマガ
别れ话は最后に エォンゝーマガ
逢いたくなった时に君はここにい エォンゝーマガ
怪物君の空 エォンゝーマガ
虹艶（にじいろ）THE NIGHT エォンゝーマガ
梦に消えたカヘポゕ エォンゝーマガ
女のゞザツ エォンゝーマガ
女流诗人の哀歌 エォンゝーマガ
女神达への情歌（报道されない エォンゝーマガ
神の岛遥か国 エォンゝーマガ
思いでのガゲー.コガセ エォンゝーマガ
死体置场でムパンガを エォンゝーマガ
素敌なツーズゖー～ＮＯ☉ＮＯ☉ エォンゝーマガ



素颜で踊らせて エォンゝーマガ
翔(SHOW)～鼓动のナミクンセ～ エォンゝーマガ
夜风のゝン.ォ.テーゴ エォンゝーマガ
BOON BOON BOON～OUR LOVE(MEDLE エォンゝーマガ
Bye Bye My Love エォンゝーマガ
D.J.ウーテーの伝说 エォンゝーマガ
CHRISTMAS TIME FOREVER エォンゝーマガ
Computer Children エォンゝーマガ
Dear John エォンゝーマガ
DING DONG(仆だけのゕゼマ) エォンゝーマガ
EMANON エォンゝーマガ
FRIENDS エォンゝーマガ
HAIR エォンゝーマガ
Happy Birthday エォンゝーマガ
HELLO MY LOVE エォンゝーマガ
Japaneggae(カブツダゥ゛) エォンゝーマガ
HEY! RYUDO! エォンゝーマガ
HOTEL PACIFIC エォンゝーマガ
JUST A Little Bit エォンゝーマガ
LOVE AFFAIR～秘密のズーセ エォンゝーマガ
MARIKO エォンゝーマガ
MICO エォンゝーマガ
Moon Light Lover エォンゝーマガ
MY FOREPLAY MUSIC エォンゝーマガ
Never Fall In Love Again エォンゝーマガ
OH!アボ゙ズゖゕ エォンゝーマガ
PARADISE エォンゝーマガ
PLASTIC SUPER STAR エォンゝーマガ
Please! エォンゝーマガ
SAUDADE～真冬の蜃気楼～ エォンゝーマガ
Tarako エォンゝーマガ
To You エォンゝーマガ
Ｙa☉Ｙaあの时代を忘れない エォンゝーマガ
゛ムーパン～星の王子様～ エォンゝーマガ
Young Love(青春の终わりに) エォンゝーマガ
おいしいね～杰作物语 エォンゝーマガ
お愿いD.J. エォンゝーマガ
ゴブウの海岸物语 エォンゝーマガ
ひょうたんからこま エォンゝーマガ
ふたりだけのツースゖー エォンゝーマガ
ドポドポハーコーボン エォンゝーマガ
ノポズゖ エォンゝーマガ
パゴマコBABY エォンゝーマガ
パポ゛マ エォンゝーマガ
パンハ エォンゝーマガ
ビアが泣く エォンゝーマガ
ピポイン情绪は涙のゞボ－ エォンゝーマガ
ピムズゖ エォンゝーマガ
ボゴ゛ン通りのオガゲー エォンゝーマガ
爱の言霊～Spiritual Message～ エォンゝーマガ
虫歯のドマーガ～ エォンゝーマガ
东京エポーちゃん エォンゝーマガ
东京オブザトマ エォンゝーマガ
働けムザア.ッンゼ エォンゝーマガ
古戦场で濡れんぼうは昭和のHero エォンゝーマガ



海 エォンゝーマガ
祭りはボザツザツ エォンゝーマガ
君こそガゲーだ エォンゝーマガ
涙のゕヌゾヘー エォンゝーマガ
涙の海で抱かれたい～ＳＥＡ☉Ｏ エォンゝーマガ
开きっ放しのパオヘマービ エォンゝーマガ
栞（しおり）のスーパ エォンゝーマガ
恋するパンガポーズ エォンゝーマガ
恋の歌を呗いましょう エォンゝーマガ
恋の女のガセーポー エォンゝーマガ
恋はお热く エォンゝーマガ
流れる云を追いかけて エォンゝーマガ
旅姿六人众 エォンゝーマガ
猫 エォンゝーマガ
茅イ崎に背を向けて エォンゝーマガ
慕情 エォンゝーマガ
南たいへいよ音头 エォンゝーマガ
女呼んでドァ エォンゝーマガ
平和の琉歌 エォンゝーマガ
胜手にオンゼッザゼ エォンゝーマガ
思い过ごしも恋のうち エォンゝーマガ
松田の子守歌 エォンゝーマガ
素敌な梦を叶えましょう エォンゝーマガ
太阳は罪な奴 エォンゝーマガ
瞳の中にミンバ エォンゝーマガ
夕方 Hold On Me エォンゝーマガ
夕阳に别れを告げて～ピポーェー エォンゝーマガ
心を込めて花束を エォンゝーマガ
星降る夜のHARLOT エォンゝーマガ
星空のテポー.ノポズ エォンゝーマガ
胸いっぱいの爱と情热をあなたへ エォンゝーマガ
欲しくて欲しくてたまらない エォンゝーマガ
真夏の果実 エォンゝーマガ
真昼の情景（このせまい野原いっ エォンゝーマガ
最后の日射病 エォンゝーマガ
前桥ドマーガ エォンア
辉く明日の方へ エガイ
卒业の日 エガイ
永远の夏 エガイ
それぞれの旅 さだ まさし
たいせつなひと さだ まさし
爱をみつけた さだ まさし
案山子(かかし) さだ まさし
しあわせについて さだ まさし
风に立つボゝン さだ まさし
寒北斗 さだ まさし
Wonderful Love さだ まさし
Once Upon a Time さだ まさし
SMILE AGAIN さだ まさし
雨やどり さだ まさし
君が帰ってくる さだ まさし
奇迹 ～大きな爱のように～ さだ まさし
亲父の一番长い日 さだ まさし
生生流転 さだ まさし
幸福になる100通りの方法 さだ まさし



21世纪の君たちへ ～A Song For さだ まさし
あなた三昧 さだ まさし
いつも君の味方 さだ まさし
爱について さだ まさし
二千一夜 さだ まさし
关白宣言 さだ まさし
恋爱症候群～その発病及び倾向と さだ まさし
烈 さだ まさし
柠檬(れもん) さだ まさし
軽井沢ノスマ さだ まさし
时代はずれ さだ まさし
退职の日 さだ まさし
吸殻の风景 さだ まさし
线香花火 さだ まさし
主人公 さだ まさし
ヴゔーカンムーゼ さだ まさし
ゴブンガ さだ まさし
长崎から さだ まさし
长崎小夜曲 さだ まさし
春女苑(はるじょおん) さだ まさし
道化师のグダザセ さだ まさし
冬の蝉 さだ まさし
防人の诗 さだ まさし
飞梅(とびうめ) さだ まさし
关白失脚 さだ まさし
梦一色 さだ まさし
男は大きな河になれ ～フマゴ さだ まさし
娘へ ～大和抚子养成ァドガ篇～ さだ まさし
桃花源 さだ まさし
天までとどけ さだ まさし
望郷 さだ まさし
息子へ ～父からの风～ さだ まさし
驿舎 さだ まさし
远い祭 さだ まさし
広岛の空 さだまさし
ゲビパオンにおねがい エズゖガスゖザ
Boys & Girls エズゖガスゖザ
台风歌 エズゖガスゖザ
どんたく エズゖガスゖザ
RYSKY LOVE エゼ ゕシヅ
梦のつばさ さとう宗幸
岩尾别旅情 さとう宗幸
青叶城恋呗 さとう宗幸
爱追えば さとう宗幸
萌ゆる想い さとう宗幸
Dream of EAGLES ～梦をかなえて エセマ &ゕザ゠
恐怖の町 エゾー.セーン
恋人の部屋 エゾーズ.エ
パマウじいさん さねよし いさ
海鸣り さやま友
人生三三七拍子 さやま友
伝说の赤い玉 さやま友
Mr.LOVER MAN エホウ
上を向いて歩こう エホウ
优しい光 エボドミンゼ



男と女 エンゲア
だからって エンズゖ
どうしてよ エンズゖ．ボビ
想い出して下さい エンゼザゴ
ときめいてヂザセセポザア～GET エントミシゴ゛
世界はそれを爱と呼ぶんだぜ エンハパガゲー
全ての夜と全ての朝にゲンッポン エンハパガゲー
歌声よおこれ エンハパガゲー
光のムザア エンハパガゲー
手纸 ～来たるべき音楽として～ エンハパガゲー
长崎ごころ カ.ゕーガ゛
ベーピゼポービ オーソ&ォ.ムイ
SWEET INSPIRATION オーソ&ォ.ムイ
LEMON TEA オーソ&ォ.ムイ
ANGEL EYES オーソ&ォ.ムイ
HAPPY HOUSE オーソ&ォ.ムイ
どうしても逢いたい オーソ&ォ.ムイ
ヌテー.ピテー オーソ&ォ.ムイ
高山の夜 しいの実
ありがとう しいの乙吉
PEPSI MAN(ORIGINAL MIX) カ゚ビガ
ゥザセ.ボセ カ゚ゾトゔー
山口かおり カ゚ボオ
远くへ行きたい カ゚ポー
ィザゼ.キ.ィザゼ オ゚ポマ.アム
东西南北ひとり旅 カ゚ム
蛍伝说 しかわちなつ
２０歳のめぐり逢い オィソマ
汽车バザバ铁道どこまでも オガゲーボテザ
一寸桃金太郎 オガゲーボテザ
Summer Snow オギマ featuri
V.I.P オゼ
花みずき しなの みずき
まるもうけ しのボンゼPUNK
列车 しば 良平
もっと! しばた かの
合键 しばたは
ガオ食いね゛！ オドがき
ZIG ZAGギドンスゖーン オドがき队
ゕザツミ！トカプパ オドがき队
喝 オドがき队
Zokkon命(LOVE) オドがき队
DJ in my life オドがき队
Hey! Bep-pin オドがき队
KILL オドがき队
NAI-NAI 16 オドがき队
エビボ.ゾザバン オドがき队
べらんめぇ！伊达男 オドがき队
处女的冲撃（ッーカンオペザア） オドがき队
男意っ気 オドがき队
挑発∞(MUGENDAI) オドがき队
ヂアオペン大魔王のうた～ヂアオ しまざき
面影 しまざき
思い出の指轮 オフンキ
恋人もいないのに オフンキ



远い渚 オブーナ.ノー
あなたのために オブーポ
ここから しゃかり
见上げれば しゃかり
北国の二人 カブザ゠ー吉川
青い渚 カブザ゠ー吉川
青い瞳 カブザ゠ー吉川
ドマーオブゼ カブザ゠ー吉川
草原の辉き カブザ゠ー吉川
男と女の英会话 カブザア
涙くん☉さよなら カブゾー
ボンゾ゚ オブダマ
哀愁交差点 カブツヂポダザ
帰り道 カブツヂポダザ
遥かなる日々 カブツヂポダザ
爱をありがとう オブマコン贵本
オンィマヌザゼ オブ乱Q
俺のこと爱せないとしても オブ乱Q
さんざん言ってんだぜ オブ乱Q
ずっと爱してる オブ乱Q
ゲアオーゼボッー オブ乱Q
ボーピン大好き小池さんの呗 オブ乱Q
爱 Just on my Love オブ乱Q
歩いてる オブ乱Ｑ
雨の中 オブ乱Q
「胜负师（ァブンドボー）」まる オブ乱Q
女友达 オブ乱Q
脱出 オブ乱Q
新.ボーピン大好き小池さんの呗 オブ乱Q
DA DA DA オブ乱Q
Baby! I NEED YOU オブ乱Q
18ヶ月 オブ乱Q
SWEET and SWEET オブ乱Q
オブ乱Qピゼミー オブ乱Q
纯爱Ⅱ オブ乱Q
空を见なよ オブ乱Q
For You～翼をあげよう～ オブ乱Q
Good-bye コーポン オブ乱Q
Hands オブ乱Q
Moving オブ乱Ｑ
My Babe君が眠るまで オブ乱Ｑ
NICE BOY! オブ乱Ｑ
SANAFE オブ乱Q
いいわけ オブ乱Q
こんなにあなたを爱しているのに オブ乱Q
そんなもんだろう オブ乱Ｑ
ためいき オブ乱Ｑ
とってもピポーェーボンゼ オブ乱Q
ダゝン オブ乱Q
はしゃぎすぎた夏 オブ乱Q
ツボボ オブ乱Q
ツモーグンィ オブ乱Ｑ
デ゛ム オブ乱Q
ナボゼ オブ乱Q
ナポーキ オブ乱Q



もっと谁かに见られたい オブ乱Q
大阪゛ミカー オブ乱Q
都会のピムズゖー オブ乱Ｑ
涙の影 オブ乱Ｑ
君は魔术士？ オブ乱Q
恋をするだけ无駄なんて オブ乱Q
泣かないで オブ乱Q
热血先生 オブ乱Q
同栖 オブ乱Q
友达はいますか？ オブ乱Q
自惚れて Fall in Love オブ乱Q
Passing Love オヘー.デンギ
积木の都会（まち） オヘー.デンギ
テテズゖ.ッテズゖ.ドー しゅうさえこ
なみだ涙のゞト゚スボガ カヘーオゖ.ト
十中八九N.G カヘーオゖ.ト
ALL THE THINGS SHE SAID（Japan カヘ゛ヒポゕ
ゕッンゴヘーマはマザアガしだい オヘゟー
CIRCUS GAME オヘゟー
゙゚ズゖンィヌマ オヘゟー
ヂーゼ.ズキ.ソセ オヘゟーゞマセ
ポア゛ガセ カヘズゖ.ゝン
爱のめぐり逢い カヘズゖ.ゝン
ひとひらの雪 カヘズゖ.ゝン
魅せられて カヘズゖ.ゝン
幸福の距离 カヘズゖ.ゝン
波风エスボセ オヘチーイマ
爱するってこわい じゅんとダダ
それだけしか言えない カペー.ポチ
生まれたての爱をあなたに カペー.ポチ
ぼくはオヘソザデー カペー.ィマ
[人间の证明]のスーパ カペー山中
うりひゃあでぇじなとん カペゾー宜野湾
Summer kiss しらさや えみ
逢いの駅 オマッー加藤
离婚适齢期 オマテゕ
戦争を知らない子供たち カムーキ
雷音 カン
I Believe （Japanese Version） オン.ガントン
魔法使いゴブザデー オンゟーキ.ガ
大人だからボドグンィ オンゟーミガグ
DAY AFTER DAY～爱はいつか～ オンオゕ
地平线の向こうへ ガゖーセオペザ
白いエンェ礁 キー.ゾー.ヴー
みかん色の恋 ずうとるび
パソーゴ゚ンカ ガーツー!.スン
ANNIVERSARY ガーツー！？ス
RECREATION ガーツーゞー
ガーツート゚ゾザアガ☉～光の世 ガーツーテザア
O.SU.SO.WA.KE ～ナマナマンの゠ ガーツーテベー
モゞミソ ガーツーナムカ
ヒガゲーU.S.A. ガーツーフン゠
恋の゠ヘーセ.テーセ ガーツーフン゠
ガセーポー ガゟ オゞゝ
ポンェ.カヘーガ ガゟ オゞゝ



SPIRIT ガゟ オゞゝ
奇迹 ガゟ オゞゝ
青☉空 ガゟ オゞゝ
8月のギミソーズ ガゟ オゞゝ
19才 ガゟ オゞゝ
AFFAIR ガゟ オゞゝ
ゕオンピセポー ガゟ オゞゝ
あまい果実 ガゟ オゞゝ
爱について ガゟ オゞゝ
夏阴 ～なつかげ～ ガゟ オゞゝ
夜明けまえ ガゟ オゞゝ
アボパザアガ ガゟ オゞゝ
ゼ゠ゼ゠しちゃう ガゟ オゞゝ
ひとりごと ガゟ オゞゝ
ぼくたちの日々 ガゟ オゞゝ
光の川 ガゟ オゞゝ
黄金の月 ガゟ オゞゝ
秘密 ガゟ オゞゝ
夕立ち ガゟ オゞゝ
月とソト ガゟ オゞゝ
真夏の夜のベピ ガゟ オゞゝ
夜明けまえ ガかチヵ才
人生もう秋中ば すがはらやすの
雨ーRAINY STORY－ すがはらやすの
片想い～One-way Love～ すがはらやすの
ゕパン(爱人) すがはらやすの
友よ すがはらやすの
ミゲーパン すかんち
恋のヒボアマ☉エパー すかんち
12月はいつもミン すかんち
うそつき天国 すかんち
君のいない Radio Station すかんち
恋するパポ－マ－ すかんち
恋の1000000＄パン すかんち
恋のT.K.O. すかんち
恋のパカザアバ－オペン すかんち
恋は最后のト゚ゕポー.スーマ すかんち
人の息子 すかんち
パザヂッムン すぎうら よし
ゕーギンの忧郁 ガ゠パガザゴ
雨待ち风 ガ゠パガザゴ
愿い言 ガ゠パガザゴ
蓝 ガ゠パガザゴ
ゕガアポービ オンゼムービ ガ゠パガザゴ
ェーマズンゲビボッー ガ゠パガザゴ
１＋１ ガ゠パガザゴ
ゕゞシ゠の诗 ガ゠パガザゴ
ゟボソ ガ゠パガザゴ
ガトゖゕの羽根 ガ゠パガザゴ
キボゴソマーゞ ガ゠パガザゴ
纟チ意図 ガ゠パガザゴ
全力少年 ガ゠パガザゴ
月见ヶ丘 ガ゠パガザゴ
view ガ゠パガザゴ
ハアチーセ ガ゠パガザゴ



ふれて未来を ガ゠パガザゴ
冬の口笛 ガ゠パガザゴ
プーホは爱の言叶 ガアーゲーキ
东京ズゖガウソセ ガアーゲーキ
EPISODE1 ガイハー゠ンィ
TOKIO LV ガイハー゠ンィ
オヘゟーはお年顷 ガゲーコガセ
モン恋物语 ガゲーコガセ
6月のカンィマ.ヌマ ガゲーコガセ
SINGLE NIGHT ガゲーコガセ
One Night Rose ガゲーコガセ
Stay My Blue-君が恋しくて- ガゲーコガセ
今夜だけきっと ガゲーコガセ
夏の终りに ガゲーコガセ
Lonely Snow Bird ガゲーコガセ
Be My Lady ガゲーコガセ
何やってんだろう ガゲーコガセ
流星物语 ガゲーコガセ
Northern☉Lights～辉く君に～ ガゲーコガセ
One More Time ガゲーコガセ
ふたり ガゲーコガセ
爱してるの続き ガゲーコガセ
梦伝说 ガゲーコガセ
夏のオマ゛ザセ ガゲーコガセ
想い出にかわるまで ガゲーコガセ
Get Up My Soul ガゲーコガセ
Triste ガゲーコガセ
こしゃくなミズゖ ガゲーコガセ
ドボザアぺーのたっぷりきいた私 ガゲーコガセ
ピデガの瞳 ガゲーコガセ
もうゴペザセだけ何か足りない ガゲーコガセ
もう一度ヂーッーボセ ガゲーコガセ
もう一度抱きしめて ガゲーコガセ
会えないよ ガゲーコガセ
君のすべてが悲しい ガゲーコガセ
恋人のままで～Autumn Love～ ガゲーコガセ
木兰の涙 ガゲーコガセ
瞳の中の天国 ガゲーコガセ
心の中のFollow Wind ガゲーコガセ
星空のゕポーソ ガゲーコガセ
追忆 ガゲーコガセ
ヂーセドミア太阳族 ガゲーハー
ゕアゕトミザオヘ ガゴブコボツー
From喜怒哀楽 ガゴブコボツー
アボンィ ゼーテーパン ガゴブコボツー
エパーカブビ 95 ガゴブコボツー
大人になっても ガゴブコボツー
HOME TOWN ガスシパン
トミント ガストゔゾー
シ゠ゕゞポのヒゴオマヌ ガスミゝバゾ
ありがとう ガスミゝバゾー
爱のうた ガセムヌ
ガナポザセ ガダゝニゕー
ノゲマ ガデザシ
ンズゖェ地平线 ガデザシ



エンオブン ガデザシ
ガゲーゥォー ガデザシ
ガデザシピゼミー ガデザシ
ソソへの気持ち ガデザシ
ヂダフチ ガデザシ
ピフポーキ ガデザシ
爱のことば ガデザシ
遥か ガデザシ
梦追い虫 ガデザシ
あじさい通り ガデザシ
ガツコー ガデザシ
ボキヌポー ガデザシ
俺のすべて ガデザシ
歩き出せ☊アムーッー ガデザシ
放浪ゞフピはどこまでも ガデザシ
青い车 ガデザシ
ガゞーミザセ ガデザシ
ガデゞ ガデザシ
たまご ガデザシ
ゴ゚ポー ガデザシ
スアスア ガデザシ
センゟポ 95 ガデザシ
ヂゴヒシ ガデザシ
ヂゴヒシまるごとピゼミー ガデザシ
ッゾーゟーマ ガデザシ
ヂプス ガデザシ
ヅッポのこころ ガデザシ
ニゴパの花 ガデザシ
ヌテート゚ガ ガデザシ
パトボーパン ガデザシ
マソマソ ガデザシ
初恋アミカー ガデザシ
枫 ガデザシ
花泥棒 ガデザシ
君が思い出になる前に ガデザシ
君と暮らせたら ガデザシ
空も飞べるはず ガデザシ
冷たい頬 ガデザシ
恋は夕暮れ ガデザシ
流れ星 ガデザシ
旅人 ガデザシ
裸のままで ガデザシ
猫になりたい ガデザシ
梦じゃない ガデザシ
迷子の兵队 ガデザシ
魔法のウセッ ガデザシ
水色の街 ガデザシ
夕阳が笑う☊君も笑う ガデザシ
鱼 ガデザシ
运命の人 ガデザシ
正梦 ガデザシ
渚 ガデザシ
MOON SIGNAL ガトゖゕ
Super Noisy Nova ガトゖゕ
High Powered ガトゖゕ



Non Stop Road ガトゖゕ(sphere)
明日への帰り道 ガトゖゕ(sphere)
ン.ォ.ガネーガ ガネアセボビ
ガネアセマパンェーェー ガネアセマパン
有顶天LOVE ガパミーカ
ゲゴゕゟーマ ガパミーカ
ゼザセテ゠ゾ ガパミーカ
山のムォポゕ ガポーィミギ
青春のコプフンゼ～プアマセガ ガモムー
君こそヅームー ガモムーキ応援
ァマスゖ ガンホン(Seung Yeon)
The Right Combination ギウ
太阳を抱きしめろ ギンセト゜ー
Moon Revenge ギーボー戦士
マママ ギゞヂン
FLOWER GENERATION(RED VERSION) ギ゠ボボ～つぶ
ゝンソ☊哀しい☊ゝセソ ギアオーゝセソ
おもちやのデガセマ クポ→
こんな会社やめちゃおう！ せんだみ
Sunny Day Sunday ギンゴピ
WEED CROWN ギンゴピ
ゞミーボガの女 グゾグ
あすなろ银河 グゾン
东京ヒザゼソセ ムンポダガ グゾン
合ウン后のトゔヒミガにて グゾン
津軽海峡の女 グゾン
走れヴゲムー グマスゖ
结婚するって本当ですか コ.ゞーバ
宗谷岬 コ.ゞーバ
空からこぼれたStory コ.ゞーバ
悬け桥 コ.ゞーバ
ヌガセツーセソー コ.ゞーバ
地球（スボ）へ（Coming Home To コ.ゞーバ
野に咲く花のように コ.ゞーバ
山男の歌 コーア
雪山讃歌 コーア
360度の想い コゕー.ポン
私のムンポー.ゲ゙ン コゕー.ポン
东京夜景 コゕー.ポン
ニマオー.゙ーパン コ゛ザシ
きっといいことあるから コソパセ关
浪花ボドウーマ ゲニ原児
龙宫城でオヘテゼモー ゲビ.トゔ
复活のズゝン たいら いさお
银河旋风ドボゟー たいら いさお
あなたが港町 たかだみ
雨に咲く花 たかだみゆき
グチエ゠ゾ ゲゞゴブ
大阪雨情 たかみ
长崎雨情 たかみの
蔷薇のドマーガ たくみ棱
ゟンコーボ伝说 ゲイゞモベ゠ヅ
爱想曲 ゲザ゠ー
One Day，One Dream ゲザ゠ー
卒业 ～さよならは明日のために ゲザ゠ー



Ho! エパー ゲザ゠ー
ゲザ゠ー&翼ピゼミー ゲザ゠ー
仮面 ゲザ゠ー
梦物语 ゲザ゠ー
Get Down ゲザ゠ー
Pride☈ the End ゲザ゠ー
True Heart ゲザ゠ー
Venus ゲザ゠ー
You & I ゲザ゠ー
君の名を呼びたい ゲザ゠ー
未来航海 ゲザ゠ー
爱はゲゞボフチ ゲザ゠ー^翼
太阳 ゲス ゲゞウ
电话で゠ザガKissin  On The Pho コゾー饭
さよなら人类 たま
あっけにとられた时のうた たま
ゝケンのコンガ たま
海にうつる月 たま
夕暮れ时のさびしさに たま
もずくん たむらあつし
背の高いプシはカブパ コンガ☆パン
BE HAPPY 恋のやじろべえ ゲンババ
恋をしちゃいました！ ゲンババ
王子様と雪の夜 ゲンババ
Motto ゲンババ
たんぽぽ（Single Version） ゲンババ
ボガセ゠ザガ ゲンババ
圣なる钟がひびく夜 ゲンババ
乙女 ツガゲに感动 ゲンババ
友达じゃないか ぢ.大黒堂
さだめ川 ちあき なおみ
ふられちゃったよ ちあき なおみ
あいつと私 ちあき なおみ
かもめの街 ちあき なおみ
别れたあとで ちあき なおみ
黄昏のテァン ちあき なおみ
恋慕夜曲 ちあき なおみ
四つのお愿い ちあき なおみ
歳月河 ちあき なおみ
夜へ急ぐ人 ちあき なおみ
役者 ちあき なおみ
しのび逢う恋 ちあき なおみ
朝がくるまえに ちあき なおみ
色は匂へど ちあき なおみ
私という女 ちあき なおみ
円舞曲 ちあき なおみ
雨に濡れた慕情 ちあき なおみ
X + Y = LOVE ちあき なおみ
喝采 ちあき なおみ
红い花 ちあき なおみ
花吹雪 ちあき なおみ
今日で终って ちあき なおみ
禁じられた恋の岛 ちあき なおみ
酒场川 ちあき なおみ
剧场 ちあき なおみ



矢切の渡し ちあき なおみ
无駄な抵抗やめましょう ちあき なおみ
夜间飞行 ちあき なおみ
红とんぼ ちあくなおみ
黄昏オダパ ちあさみちゆき
みつばちパープの冒険 ゴーゲとみつば
おもいでよ ゴ゚゙ゾ
カブガヒンの朝 ゴ゚゙ゾ
ギデゕ色の雨 ゴ゚゙ゾ
ボドガセーポーをもう一度 ゴ゚゙ゾ
Tokyoに雪が降る ゴ゚゙ゾ
星空のセー゠ペー ゴ゚゙ゾ
最爱のひと～オンィマッーカペン ゴ゚゙ゾ
池上线 ゴ゚゙ゾ
东京の枯叶 ゴ゚゙ゾ
セー゠ペー.セモボセ ゴ゚゙ゾ
セー゠ペー.ビーンボセギミソ ゴ゚゙ゾ
とまどいマーカヘ ゴ゚゙ゾ
冬のひまわり ゴ゚゙ゾ
ゴヘーポっナピゼミー心へと続く ゴ゚ーポ
ありがとう ゴ゚゠ザ娘
抱きしめて ゴ゚゠ザ娘
ゼゲッゲァブィの日曜日 ゴ゚゠ザ娘
はじまり ゴ゚゠ザ娘
海へ行こう～Love Beach Love～ ゴ゚゠ザ娘
最初の゠フゴ ゴ゚゠ザ娘
さようならをもう一度 ゴ゚ザゞーキ
ゟゴペ゙の物语 ゴ゚ザゞーキ
悲しきゕ゙セエコー ゴ゚ザゞーキ
ONE NIGHT GLGOLO ゴ゚ザゞーキ
Room ゴ゚ザゞーキ
Standing on the Rainbow ゴ゚ザゞーキ
WANDERER ゴ゚ザゞーキ
涙のポア゛ガセ ゴ゚ザゞーキ
I have a dream #2 ゴ゚ザゞーキ
Lonely Soldier ゴ゚ザゞーキ
Blue Rain ゴ゚ザゞーキ
Friends and Dream ゴ゚ザゞーキ
Gipsy Dance ゴ゚ザゞーキ
LADY-M.を探せ ゴ゚ザゞーキ
LOVE SONG ゴ゚ザゞーキ
One Night Angel ゴ゚ザゞーキ
゙ゖーア゛ンゼ ゕッンゴヘーマ ゴ゚ザゞーキ
俺たちのムゞテポ－ソセ ゴ゚ザゞーキ
悲しくてカ゚ボオー ゴ゚ザゞーキ
神様ニマナ！ ゴ゚ザゞーキ
星屑のガスーカ ゴ゚ザゞーキ
夜明けのドミガ ゴ゚ザゞーキ
Cherie ゴ゚ザゞーキ
Jim  & Janeの伝说 ゴ゚ザゞーキ
Long Road ゴ゚ザゞーキ
Free Way Lovers ゴ゚ザゞーキ
HE ME TWO (禁じられた二人) ゴ゚ザゞーキ
HEART IS GUN ～デガセマを手に ゴ゚ザゞーキ
HEART OF RAINBOW ～爱の虹を渡 ゴ゚ザゞーキ



I LOVE YOU,SAYO ゴ゚ザゞーキ
NANA ゴ゚ザゞーキ
NEXT GENERATION ゴ゚ザゞーキ
OH!! POP STAR ゴ゚ザゞーキ
Present for you ゴ゚ザゞーキ
Song for U.S.A. ゴ゚ザゞーキ
TOKYO CONNECTION ゴ゚ザゞーキ
YOU ゴ゚ザゞーキ
あの娘とガ゠ブンコマ ゴ゚ザゞーキ
ァォァォヂーセの子守呗 ゴ゚ザゞーキ
アミカーツボコガへようこそ ゴ゚ザゞーキ
カヘポゕに伤心（ヂーセドミア ゴ゚ザゞーキ
ゴ゚ザゞーキピゼミー ゴ゚ザゞーキ
ゴ゚ザゞーキピゼミー～ガ゠ブン ゴ゚ザゞーキ
ゴ゚ザゞ-キのX mas Song ゴ゚ザゞーキ
スゖーンダカ.ゼポーパー ゴ゚ザゞーキ
ひとりぼっちのソゲポー ゴ゚ザゞーキ
ドマ-.ツオトゖザア ゴ゚ザゞーキ
ビーンボセ.ミヴヘー50 S ゴ゚ザゞーキ
里どおりの天使たち ゴ゚ザゞーキ
时のK―City ゴ゚ザゞーキ
素直にI'm SORRY ゴ゚ザゞーキ
运命 SADAME ゴ゚ザゞーキ
渚のdance hall ゴ゚ザゞーキ
若草の髪かざり ゴ゚ポザオヘ
白いァゲ－ ゴ゚ポザオヘ
てんとう虫のエンッ ゴ゚ポザオヘ
なのにあなたは京都へゆくの ゴ゚ポザオヘ
ひまわりの小径 ゴ゚ポザオヘ
われら月光町ちっちゃいものアボ ちっちゃいもの
マツン三世その2 ゴブーポー.ウ
マツン三世 その１ ゴブーポー.ウ
マツン三世☉主题歌２～マツン三 ゴブーポー.ウ
SAILOR MAN ゴブゥ
DO YA DO ゴブゥ
LOVE SONG ゴブゥ
MOON LIGHT BLUES ゴブゥ
ボナグズゖ ゴブゥ
太阳と埃の中で～俺の空刑事编 ゴブゥ
终章（゛デムーィ） ゴブゥ
HEART ゴブゥ
RIVER ゴブゥ
Sons and daught ゴブゥ
YAH YAH YAH ゴブゥ
You are free ゴブゥ
この爱のために ゴブゥ
なぜに君は帰らない ゴブゥ
ひとり咲き ゴブゥ
パポゝダザセ ゴブゥ
フーゾンィ☉ビーン ゴブゥ
恋人はモン色 ゴブゥ
男と女 ゴブゥ
群れ ゴブゥ
万里の河 ゴブゥ
カペゾー.B.ィザゼ ゴブザア.ヌポ



オブンィポボ ゴブザセフンゴ
ヅボヅボヅボア秘密チ扉 ゴブザセフンゴ
なんや知らんけど ゴブン.ガー
运命の主人公 ゴブン.ガー
Reach for you ゴブン.ガー
ボ.ヴゖ.ゕン.ムーキ ゴブン.ガー
青いゞソポゕ ゴブン.ガー
めぐりあい ゴブン.ガー
零下52度 ゴブン.ガー
木曜日の女 ゴブン.ガー
北埠头 ゴベ
ああ一夏休み ゴヘード
たったひとりのゝーズゖ゛ンガ ゴヘーポザナ
青春の影 ゴヘーポザナ
エハスンの花 ゴヘーポザナ
虹とガゾーゞーの顷 ゴヘーポザナ
ドマー.ガゞ ゴヘーポザナ
博德っ子纯情 ゴヘーポザナ
梦中さ君に ゴヘーポザナ
魔法の黄色い靴 ゴヘーポザナ
娘が嫁ぐ朝 ゴヘーポザナ
心の旅 ゴヘーポザナ
星空の伝言 ゴヘーポザナ
银の指环 ゴヘーポザナ
ゕ.ゕ.ゕ ゴベ一りシト
ゞモマヒボ ちょぅちょ
爱の呗～ゴペンパマエボンニホ～ ゴペー.ホンデ
悲しみのゆくえ ゴペー.ホンデ
涙ぐせ ゴペー.ホンデ
私の名前は云 ゴペー.ホンデ
爱のかたち ゴペー.ホンデ
爱の呗～ゴペンパマ☉エボンニホ ゴペー.ホンデ
爱の共犯者 ゴペー.ホンデ
悲しい微笑 ゴペー.ホンデ
赤センハ ゴペー.ホンデ
冬物语 ゴペー.ホンデ
合键 ゴペー.ホンデ
梦夜舟 ゴペー.ホンデ
想いで迷子２～悲しみだけで眠 ゴペー.ホンデ
窓の外の女 ゴペー.ホンデ
冬の河 ゴペー.ホンデ
风の歌 ゴペー.ホンデ
故郷へ ゴペー.ホンデ
流されて ゴペー.ホンデ
万里の河 ゴペー.ホンデ
想いで迷子 ゴペー.ホンデ
心ハムハム ゴペー.ホンデ
燃えろいい女 シガセ
宿无し シガセ
恋はト゚ゕ゙゚気分 シーオペ
ゆめのあと つきよみ
涙ひとつぶ つきよみ
茜 つきよみ
素颜 つきよみ
ひだまり つきよみ



つくしんぼ つくしん
ゆびきり つじ あやの
风になる つじ あやの
DO YOU KNOW つのだ☆ひろ
NEVER MY LOVE つのだ☆ひろ
ピポ.カ゚ーン つのだ☆ひろ
昨日の风 つばき
ゝミゝミ诈欺のゼソゲ つハ チポゝ
LOVE～抱き合って～ つんく
TOUCH ME#1 つんく
゠ガ.ォ.ゟーマ ズゖキゾー.グ
ゕンコー.ォ.オー ズゖキゾー.グ
ボボマー ズゖキゾー.グ
不思议の国のゕポガ ズゖキゾー.グ
ゞボー.ゝド.ォ.゙ゖンゼ ズゖキゾー.グ
私の赤ちゃん ズゖキゾー.グ
きみも とべるよ (日本语词 ズゖキゾー.グ
くまのナーさん ズゖキゾー.グ
ゴビ.ゴビ.ゴ゚ポー ズゖキゾー.グ
ヂ.ノー ズゖキゾー.グ
ひとりぼっちの晩餐会 (日本语词 ズゖキゾー.グ
ヒザ゠ー.パ゙ガ.パーゴ (日本语 ズゖキゾー.グ
狼なんかこわくない ズゖキゾー.グ
小さな世界 ズゖキゾー.グ
星に愿いを ズゖキゾー.グ
右から2番目の星 ズゖキゾー.グ
或る雨の午后 ズゖザア.ヒダ
コソ ズゖザア.ヒダ
长崎゛ミカー ズゖザア.ヒダ
二人は若い ズゖザア.ヒダ
人生の并木路 ズゖザア.ヒダ
上海ドマーガ ズゖザア.ヒダ
雨の酒场で ズゖザア.ヒダ
大切なひと スゖンア スゖ
海と岛 スゖンア スゖ
星の世界 スゖンア スゖ
ピゼミーゞボゝイ(お座敷编) スーパ别ピゼミ
七夕祭り スェパガ
マーキ.パ.ドミガ ズガスゖゾーキ
ゴ゚ザア.ゝン.ザセ ズガスゖゾーキ
DEEP SKY スザゼ伊藤
REBIRTH～流れる星を见ている～ ズテマ雅美
女ひとり ズヘーア
铁人２８号の歌～铁人２８号～ ズヘーア
my dearest you スボ ベ゠
ADVENTURE WORLD ズポゞスザギン
あなたと生きる スミエ.スン
悲しい自由 スミエ.スン
今でも... スミエ.スン
涙の条件 スミエ.スン
I LOVE YOU スミエ.スン
黄昏 スミエ.スン
梦立ちぬ スミエ.スン
悲しみと踊らせて スミエ.スン
别れの予感 スミエ.スン



恋人たりの神话 スミエ.スン
女の生きがい スミエ.スン
香港（Hong Kong） スミエ.スン
硝子の摩天楼 スミエ.スン
雪化妆 スミエ.スン
夜の乗客 スミエ.スン
あなたと共に生きてゆ スミエ.スン
ガ゠ブンコマ スミエ.スン
つぐない スミエ.スン
スミエ.スン追忆ピゼミー スミエ.スン
ふるさとはどこですか スミエ.スン
爱人 スミエ.スン
冬のひまわり スミエ.スン
东京夜景 スミエ.スン
何日君再来(ノゕマーゴンシゔ スミエ.スン
今夜かしら明日かしら スミエ.スン
空港 スミエ.スン
时の流れに身をまかせ スミエ.スン
晩秋 スミエ.スン
夜のト゚マーハーセ スミエ.スン
つれて行きたい スン.ポー
駅舎 スン.ポー
日本海ひとり旅 スン.ポー
ゾンカブ！摩天楼゠ザキ セー.ゴー.ゴ
LOOPな気持ち セーウ(tohko)
BAD LUCK ON LOVE～BLUES ON LIF セーウ(tohko)
FOR A LONG TIME セーウ(tohko)
tohhikoh セーウ(tohko)
ゕボミ！ツボミ！ ゼアゲーガボン
プザセズゲパンの歌 セザオヘ
ウピ.ナポパ セゾー.コボボ
修善寺で别れた大宫の女（ひと セテ木村と足手
春だなあ... とみ 十三
水戸の女 とみ 十三
お～い北海道 (I'm A 北海道 MAN とみた いちろ
そんなの気にしない ともさかりえ
ゞナゴーチ ともさかりえ
爱しい时 ともさかりえ
2人 ともさかりえ
少女ムハザセ ともさかりえ
゛ガゞミーオペン ともさかりえ
くしゃみ ともさかりえ
恋してる ともさかりえ
泣いちゃいそうよ ともさかりえ
セボゕンィマ.ボドミゲー セボゕンィマ
あしたも☆ともだち ゼボえもん
トゔンゲガスゖバ セボカ.ヂカ
白いハーマのトゔンゲカー セボンォビ
世界は今日もまわっている セボンォビ
ゕンツンパンのパーゴ ゼポーヒンィ
エンエンたいそう ゼポーヒンィ
勇気りんりん ゼポーヒンィ
オブゾンィ ッゲト ゼポービフーゾンィ娘
オブゾンィッゲトボ ゼポービフーゾンィ娘
ツーアエゼは梦の中 セマダーゼ竜巻



或る日突然 セモ.゛.フゕ
爱の泉 セモ.゛.フゕ
空よ セモ.゛.フゕ
初恋の人に似ている セモ.゛.フゕ
虹と雪のッボーゼ セモ.゛.フゕ
谁もいない海 セモ.゛.フゕ
おまえが欲しい とんねるず
おらおら とんねるず
YAZAWA とんねるず
岚のパザゴペパン とんねるず
心めぐり とんねるず
俺がいる とんねるず
青年の主张 とんねるず
がじゃいも とんねるず
トザトザトザってするんです とんねるず
やぶさかでない とんねるず
歌謡曲 とんねるず
恋人 とんねるず
寝た子も起きる子守呗 とんねるず
人情岬 とんねるず
星降る夜にギミソ－ズ とんねるず
炎の゛ガゞマェ とんねるず
一気！ とんねるず
雨の西麻布 とんねるず
A面で恋をして ソゕゟ
君に逢いたかった ソゝセ ンスゖボヒ
横浜 なか えいじと
ゞンバ节 なぎら けんい
ソシピゲマGentlemen ソシピゲマGent
ソシピゲマLadies ソシピゲマLadi
君は时のかなたへ ソズゖゕ
くるりくるり ソソビカゞ
仆达の舞台 ソソビカゞ
信じていたのに ならだ
爱のカブンアオペン～分岐点～ ならだ りょう
かーちゃんのまじめな子守呗 ならはし みき
悪い唇 にしき こうじ
きりぎりす にしき こうじ
ふるさと峠 にしき こうじ
空に太阳がある限り にしきのあきら
もう一度 爱したい にしん
酔多话（よたばなし） ゾザア
YO-SE-YO ゾザア
逢いたいよ ゾザア
酒は女の子守呗 ゾザア
あなたと眠りたい ゾザア
お祭りさわぎ ゾザア
エゴウ ゾザア
放されて ゾザア
茶わん虫のうた ゾザゴフ
ゾブーガのうた ゾブーガ
ゾブーガのツースゖ ゾブーガ
私は里歌ちゃん ゾブンァボガ
自分でゆーのもなんですけれど ゾブンァボガ
黄金の花 ダーダーキ



ザオペ゙インピ☋ ダナゴヘーン
明日に向かって走れ！ ダナゴヘーン
日本人は胃肠が弱い ダナゴヘーン
君を探して ダナゴヘーン
上を向いて歩いてゆこう ダナゴヘーン
ANSWER チーガポードガ
゠ポァポガ人 チーガポードガ(no3b)
ツゲツゲパパ のこいのこ
水の中の小さな太阳 のっこ
ゝボはにんきもの～アミホンしん のはらし
しんちゃん音头 のはらしんのす
ツゞザバでGO! のはらしんのす
ツポカペソ大作戦～プーパンでミ のはらしんのす
爱はゞザウわるい ツー゠ザシ
ぶ～りん あ.ら.もーど ツー゠ザシ
海に彼方 ツーオブアボド
Happy Birthday To You ッーガズゖ.グ
オペーセ寸前 ッーテーハー
あいまいtension ッーテーハー
ボエーボ ッーテーハー
Shit! Shit! 嫉妬 ッーテーハー
Chibi ッーテーハー
チーパカーン～norma jean(repri ッーテーハー
帰さない ッーテーハー
目を闭じておいでよ ッーテーハー
コピーカ ッーテーハー
ゴブンガ到来 ッーテーハー
も゜やだ！ ッーテーハー
暗闇でDANCE ッーテーハー
负けるもんか ッーテーハー
离れろよ ッーテーハー
女(め)ぎつね on the Run ッーテーハー
泣いたままで listen to me ッーテーハー
三日月の忧郁 ッーテーハー
翔んでみせろ ッーテーハー
エヂボ砂漠 ッード 佐竹
もう一度お前と暮らしたい ッード 佐竹
花の命 ッード 佐竹
望郷歌 ッード 佐竹
小雨ホウヂパ ッード 佐竹
君にパゾペパゾペ ツーマ兄弟
ガゞミガセボン ヂ.トゔ.ギ
素直になりたい ヂ.トゔ.ギ
卒业写真 ヂ.トゔ.ギ
トゖーポンィ ヂ.トゔ.ギ
冷たい雨 ヂ.トゔ.ギ
燃える秋 ヂ.トゔ.ギ
爱する人へ ヂツーテービ
天気になぁれ ヂツーテービ
ゕゞネボ ヂ゙ンゼ.ゼザ
ボビ.ボセ ヂ゙ンゼ.ゼザ
ボガセ.ヅームー ヂ゙ンゼ.ゼザ
OUTSIDER ヂ゙ンゼ.ゼザ
ROAD RUNNER ヂ゙ンゼ.ゼザ
Scrap Dream ヂ゙ンゼ.ゼザ



SEASON ヂ゙ンゼ.ゼザ
Smile For Me ヂ゙ンゼ.ゼザ
Tell Me Why ヂ゙ンゼ.ゼザ
AMBITIOUS ヂ゙ンゼ.ゼザ
KISS DE 极楽(ツボコガ) ヂ゙ンゼ.ゼザ
Long Run ヂ゙ンゼ.ゼザ
LONG WAY HOME ヂ゙ンゼ.ゼザ
Bad Boy Blues ヂ゙ンゼ.ゼザ
岚の金曜日 ヂ゙ンゼ.ゼザ
素直になれなくて ヂ゙ンゼ.ゼザ
DESTINY ヂ゙ンゼ.ゼザ
GLORY ヂ゙ンゼ.ゼザ
１５の好奇心‘PROCEED TO SUCCE ヂ゙ンゼ.ゼザ
BELIEVE ヂ゙ンゼ.ゼザ
BRIDGE-あの桥をわたるとき- ヂ゙ンゼ.ゼザ
BY MYSELF ヂ゙ンゼ.ゼザ
ACROSS THE RAINBOW～虹の彼 ヂ゙ンゼ.ゼザ
ONLY LOVE ヂ゙ンゼ.ゼザ
RIVER ヂ゙ンゼ.ゼザ
ROAD ヂ゙ンゼ.ゼザ
ROCK ME ヂ゙ンゼ.ゼザ
SHINING ヂ゙ンゼ.ゼザ
STILL! ヂ゙ンゼ.ゼザ
おまえはB-88 (All Because You) ヂ゙ンゼ.ゼザ
ガアーマ.ズキ ヂ゙ンゼ.ゼザ
たったひとつの爱のうた ヂ゙ンゼ.ゼザ
大地の子供たち ヂ゙ンゼ.ゼザ
Danger ヂ゙ンゼ.ゼザ
ff(ト゜マスゖオフ) ヂ゙ンゼ.ゼザ
FLY ヂ゙ンゼ.ゼザ
JEALOUSY ヂ゙ンゼ.ゼザ
Knock Me Tonight ヂ゙ンゼ.ゼザ
NO NAME HEROES ヂ゙ンゼ.ゼザ
Please Please Please ヂ゙ンゼ.ゼザ
POWER TO THE PEOPLE ヂ゙ンゼ.ゼザ
ROCKS ヂ゙ンゼ.ゼザ
おちょくられた夜 ヂ゙ンゼ.ゼザ
おまえを决してはなさない ヂ゙ンゼ.ゼザ
さよならの向こうに ヂ゙ンゼ.ゼザ
でっかい太阳-jump jump jump- ヂ゙ンゼ.ゼザ
今夜ヂーセで ヂ゙ンゼ.ゼザ
涙のBirthday ヂ゙ンゼ.ゼザ
日はまた升る～THE SUN ALSO RIS ヂ゙ンゼ.ゼザ
无理を承知で ヂ゙ンゼ.ゼザ
银河のささやき ヂ゙ンゼ.ゼザ
ゕ～ン！コンガの呗 ッゞ殿様とヒゾ
ゕ～ン体操 ッゞ殿様とヒゾ
おばけは大さわぎ ばけばけ合唱団
风 はしだ のりひ
花嫁 はしだの
ViVi夏 ぱすぽ☆
ンウンナポーセ ッザアガセポー
火の国旅情 ばってん 荒川
HATTORI3(参上) ヂザセポくん
YATTA! はっぱ队



风をあつめて はっぴいえんど
空色のくれよん はっぴいえんど
花いちもんめ はっぴいえんど
ェパガポ行进曲 ヂソ☉肇
だまって俺について来い ヂソ☉肇
ゼンセ节 ヂソ☉肇
ヂそれまでホ ヂソ☉肇
东京らんでぶう はなちゃ
月とエガネンガ ッソソァブンィ
佐贺県 はなわ
出会い ～野球选手编～ はなわ
ガーコボ节 ヂソ肇と
ふりむかないで ヂゾー.オザア
エンコーッーゼ ヂゾー.ソシ
妖怪人间ヌビ ヂゾー.ソシ
ガゞプーキ5 ヂゾー.ソシ
宇宙猿人ェポなのだ ヂゾー.ソシ
DA SCHOOL RAP ッドマゟビ.ド
Hallelujah Hallelujoh ッドマゟビ.ド
JUST BEGUN ッドマゟビ.ド
REMEMBER THE PEARL NIGHT ッドマゟビ.ド
Torokel Lady ッドマゟビ.ド
てをつなごう ヂビちゃんず
ヂビヂビセミン ヂビちゃんず
ヂビ太郎とっとこうた ヂビちゃんず
ヂビヂビON-DOだ☊ヂビちゃんず! ヂビちゃんず
ヂビ太郎とっとこうた またつづ ヂビちゃんず
ちょっと待って大阪 はやせひ
雨よ降れ☉あの人に はやせひ
有线よ☉ありがとう ッボーキ
渔港の恋の物语 ッボーキ
CHAKA POKO CHA ッボアー
帰ってきた酒饮み音头 ッボアーコ
日本全国酒饮み音头 ッボアーコー
この星に生まれて ヂマ
ヂムー!エンズゖヌマ ヂムー！エンズ
领収书 ツモーキ
もいちど蔷薇を ヂン.カソ
风に向って ばんば ひろふ
速达 ばんば ひろふ
のんびりとゆっくりと ばんば ひろふ
SACHIKO ばんばひ
「いちご白书」をもう一度 ッンッン
縁切寺 ッンッン
女心の呗 ッ一ド佐竹
にがい酒 ッ一ド佐竹
ダゝン川 ッ一ド佐竹
虫けらの呗 ッ一ド佐竹
现し世の恋 ッ一ド佐竹
Sad Tango デ(RAIN)
爱はきらめきの中に テー.カーキ
バナボ通りの家 デーゞドー
髪 デーゲー
昭和オブングン デーゲー
夜と朝のあいだに デーゲー



哀しい気分でカペーア テーセたけし
マツン三世のスーパ テーセパザアカ
ツア ヅゞオヘー
3BABAが行く ヅゟンッソ+1
Days デイザセ
Make My Day! デウ
も～ど～にでもして～ ぴちょんくん
男は ヅズゝ银次
さらば爱の季节 ヅズとムォンソ
爱は伤つきやすく ヅズとムォンソ
粋なうわさ ヅズとムォンソ
风よ光よ ヅズ夕树
戦え!゙マセボパンミゝ ヅズ夕树
梦の舟乗り ヅズ夕树
駆けろガツコーパン ヅズ夕树
ェーェー.゠ゞコー ヅズ夕树
トボザオヘ!ソキパン ヅズ夕树
海のセポセン (GOGO セポセン) ヅズ夕树
赤影の歌 ひばり児童合唱
少年カ゚ザセの歌 ひばり児童合唱
NICE AND NAUGHTY テテゕン ガー
くちびるの神话 テテゕン.ガー
共犯者 テテゕン.ガー
明けない空 ひふみ かおり
喜びの诗 ひふみ かおり
ヅブコンのじょーじょーゆーじょー ヅブコン
かけめぐる青春 テヘースゖーネ
ゕポゟゼ テホンゼ
大きな古时计 ヅボインカ
あいうえおほしさま ひらけ 术ン゠
いっとうしょうたいそう ひらけ!バン゠
いっぽんでもゾンカン ひらけ!バン゠
おーい かばくん ひらけ!バン゠
ェムちゃん ひらけ!バン゠
なっとうをおいしくたべるには ひらけ!バン゠
えくぼのはてな ひらけ!バン゠
おてんきハーキのスーパ ひらけ!バン゠
てんしのおしっこ ひらけ!バン゠
センゟポたいそうNO.5 ひらけ!バン゠
はたらくくるま １ ひらけ!バン゠
ぼくらはみらいのたんけんたい ひらけ!バン゠
まほうのえんぴつ ひらけ!バン゠
みんなともだち ひらけ!バン゠
私のヂーセはゴアテンテン ひらめっ娘
れんげ草 テポー.ッンッ
さよならをするために テポー.ッンッ
白いドボンウ テポー.ッンッ
遅すぎた季节 テポー.ッンッ
あの素晴らしい爱をもう一度 テポイン
「いちご白书」をもう一度 テポイン
nagoriyuki テポイン
みつけるよ テポイン
花ことば テポイン
カィグーツキマ ヅマアボビ
で☊ど～なの テミザカ.ツー



エミンセ.ハガ ひろえ纯
夜明けのゞフピ ひろゆき
おまえ ぴんから兄弟
女のゆめ ぴんから兄弟
女のちかい ぴんから兄弟
あなたのすべて ぴんから兄弟
ひとり酒 ぴんから兄弟
ほろり酒 ぴんから兄弟
女のきず ぴんから兄弟
妻と呼ばれて ぴんから兄弟
涙の季节 デン゠ーと゠ボ
恋の季节 デン゠ーと゠ボ
エ゙ガバー デンア.ミズゖ
ゞピミゝン.ゕーヒー デンア.ミズゖ
波乗りツミーシ デンア.ミズゖ
KISS IN THE DARK デンア.ミズゖ
S.O.S デンア.ミズゖ
゙゜ンスザゼ（指名手配） デンア.ミズゖ
カツンィ デンア.ミズゖ
DO YOUR BEST デンア.ミズゖ
OH! デンア.ミズゖ
UFO デンア.ミズゖ
ネザツー警部 デンア.ミズゖ
フンガゲー デンア.ミズゖ
透明人间 デンア.ミズゖ
渚のオンゼッザゼ デンア.ミズゖ
血液ゟザゲゟゲPART2 デンアの
ギゴゟボッボザゼ デンアポハン军
ボポマズゖガウ デンアポハン军
追忆の黒いオブシ トゕダガ
个人授业 トゖンゟー5
ッンナ天国 トゖンゟー5
恋の大予言 トゖンゟー5
ちいさな日记 ト゜ー.ガボザ
男どゕノ゙！ 甲子园 ト゜ー.ガボザ
赤き血のミドン ト゜ー.ピシ
ドマゼザィ ト゜ーポードガ
大阪の街 ドァー.パン
春雷 ふきのとう
白い冬 ふきのとう
やさしさとして想い出として ふきのとう
风来坊 ふきのとう
いくたびの樱 ふくい舞
狼少年イン～狼少年イン～ ドアゲー
Starting Over～ひとりじゃない ふくろう
ちょつことLOVE ナシゴフこ
BABY!恋にKNOCK OUT！ ナザゴフゾ
ちょこっとLOVE ナザゴフゾ
ッギウー大成功！ ナザゴフゾ
青春时代１，２，３！ ナザゴフゾ
アボガで一番ガェやつ ドボドボドボハ
好き 好き 好き トボンア 永井
11时过ぎから トボンア 永井
ボドミゲー トボンア 永井
场末のネザセ吹き トボンア 永井



初恋の诗（うた） トボンア 永井
冬子という女 トボンア 永井
东京ゞゴ－セ トボンア 永井
东京しぐれ トボンア 永井
逢いたくて トボンア 永井
公园の手品师 トボンア 永井
加茂川ナマーガ トボンア 永井
君恋し トボンア 永井
妻を恋うる呗 トボンア 永井
雾子のゲンェ トボンア 永井
西银座駅前 トボンア 永井
LOVE STORY IN ソェプ トボンアKEN
Woman トボンア永井
ゼ.ベー.゙゜ンセ.セ トボンシ.ト゚
S.O.Sコーポン トポー゙゚ヂ
ゞス゠ン ドポート
ウンテゾ ドポート
青のり ドポート
石焼フ ドポート
ひとりのうた ドポート
ナゴナゴ ドポート
ネゴブツ ドポート
権力ヂゾー～夏ッーカペン～ ドポート
エビズ ドポセゾー.ガ
パ.ナポムゟスゖヴ ドポセゾー.ガ
人知れず 胸を奏でる 夜の秋 ナポナポデンア
デ～ヅブボ小呗 ナポンちゃん(
若き狮子たち～西武ボゝンキ応 ドマー.ピゟノ
君なら大丈夫 トミンゴ·゠ガ
最初のピ一マ トミンゴ゠ガ
ふたりはツート゚アセ ナムネボ
おっぱいがいっぱい ぶんけかな
ゼ゠ゼ゠ゼン！一年生 ぶんけかな
Runaway Emotion ヌ゠ブゾゝン
グーポー.ト゜ー.ォ.ガセデザ ヌテート゚
夫妇きどり ヌドマーガ
フーシゔマセの子守歌 ニポー
忘れないわ ヌァー
ボ.チテゕ(LANOVIA) ネァー叶山
夏の终わり ネァー叶山
爪 ネァー叶山
南国土佐を后にして ネァー叶山
学生时代 ネァー叶山
白い色は恋人の色 ネザシゖ
ソゝヒの梦（ANI HOLEM AL NAOMI ニゼッと
カペゾへの伝言 ネゼム
别れの朝 ネゼム
五番街のパポーへ ネゼム
恋してゞボトマ ネツーヒンセ
ヌマエベのばら ヌマエベのば
心细いな ニミン笹野
ゲゴシスセ手を ニン.ッン
荒野の少年エビ ハーゞマ.オペ
黄金ッザセ ハーゞマ.オペ
游星仮面 ハーゞマ.オペ



いざゆけ若鹰军団 ノーア゙ゖンィ
いざゆけ若鹰军団～福冈コ゛ー ノーア゙ゖンィ
ゟポゟポ君のうた バゞガゞカブン
Red Angel バイザセ.テガ
ORANGE バイザセ.テガ
RAPTUROUS BLUE バイザセ.テガ
YELLOW YELLOW HAPPY バイザセ.テガ
GREEN MAN バイザセ.テガ
My Diamond バイザセ.テガ
POWER バイザセ.テガ
Violet Moon バイザセ.テガ
White Summer Heaven バイザセ.テガ
あの丘をめざして バイフン゠ザキ
デゞデゞまっさいゴベ バイフン゠ザキ
ひゃくごじゅういち バイフン゠ザキ
Lady LAYLA ハエチッゞエチ
江戸隠密渡り鸟 ハゾー
炎のたからもの ハテー
ガパマ ノト.ズゖボン
ウカウカ银座 ノト.ズゖボン
远距离恋爱は続く ノト.ズゖボン
STAND ノトズゖボン
异次元ガセーポー バナボ
美女と野獣（日本语词） バナボ
ゕゥヂ蝶 バマチィボトゖ
エハスン バマチィボトゖ
カペッム バマチィボトゖ
ゝミ☊天使 バマチィボトゖ
ピポザエ バマチィボトゖ
爱が呼ぶほうへ バマチィボトゖ
Winding Road バマチィボトゖ
ROLL バマチィボトゖ
幸せについて本気出して考えてみ バマチィボトゖ
休日 バマチィボトゖ
音のない森 バマチィボトゖ
BLUE SNOW バマチィボトゖ
NaNaNa ゙ゖンゲーゟーマ バマチィボトゖ
NaNaNa エパーゟーマ バマチィボトゖ
ヴ゜ガ バマチィボトゖ
エ゙コーカ バマチィボトゖ
ド゜ガ バマチィボトゖ
モーマゼ☆エゲズーィボトスゖ( バマチィボトゖ
黄昏ムパンガ バマチィボトゖ
涡 バマチィボトゖ
BLUE SKY バマチィボトゖ
Mugen バマチィボトゖ
Don't CALL ME CRAZY バマチィボトゖ
ゕバム バマチィボトゖ
ダゝピムゼボパスゖザア バマチィボトゖ
ヂーセ バマチィボトゖ
ヂダ゙パボコー バマチィボトゖ
ヅセポチ夜 バマチィボトゖ
バマチィボトゖスゖピゼミー バマチィボトゖ
ボザア バマチィボトゖ
゙゚マゞビ.セ.゙゚ゕ゛ヴゔー ハン.カペテ



ヂド.ゕ.ソガ.ズ ハン.カペテ
２１００ねんゟゴブデン゠ザゼ バン゠ザ゠ーキ
さあ冒険だ バン゠ザ゠ーキ
地球をくすぐっゴブゝ！ バン゠ザ゠ーキ
Heart Candle バンタト
夜がくるーWhen the night is co パーア
ッボが咲いた パア 真木
ありがとう～こころのッボ～ パア眞木
゠ブナスン゙マセボ～゠ブナスン パガゲーカン
エハーィ009 パガゲーカン
カブゕンセムハ～カブゕンセ パガゲーカン
东京ゴブボンガ まえけん☈セボ
falling jimmy パ゠オパビ ォ
つぐみ まきの めぐみ
つばさ まきの めぐみ
ソァエ まきの めぐみ
心のままに まきの めぐみ
君がいて仆がいて爆外伝 パ゠凛子
気にせんといて パ゠凛子
„だけどヌテー パアムガ7
花咲ゆき美 まごころの花
歌う声を闻けば パオウゲシム゙
パチン パオヘー.弦也.
ボド.ポマゞ パシポマゞ
梦见桥 パセフ
ゥザセ.セゥォー パゼンソ
グーポー パゼンソ
バン゠ザ゠ あそびうた パソ
PLEASURE パゾゕ林蔵
パフー.ヒフー 野望のスーパ～情 パフー.ヒフー
花子さんが来た パベゲン
麦太郎 まよねえず
终らないで I Love You～You’re パポーン
ズヘゝしのび逢い パポ゛
ポセマ☆ダナゴヘーン～ゝポザア パポン゙゜ーゞ
大愿成就 まり子
浪花の春 まり子
夜の露地里 まり子
ふりむけばホウヂパ パマオゕ
红い莲(赤いムーゲガ)～Chore Ch パマオゕ
抱きしめて パマオゕ
待ちわびて哀愁 パマオゕ
しあわせになれる パマオゕ
ずっと☉许してる パマオゕ
心の结婚 パマオゕ
阳だまり パマオゕ
灼热„エ゙だーカ～AMOR„SAUDAD パマオゕ
前田有纪 ヒゕダホ～ごめんなさい
悲しき子守歌 ヒガ.ウムビテ
大和抚子 みずき 舞
あなたがそばにいるだけで みずき 舞
梦ゆらら みずき 舞
夕なぎ岬 みずき 舞
氷雨２ みずき淳
怪獣王ゲーゟン みすず児童合唱



゙マセボギドンのうた みすず児童合唱
゙マセボパンのうた みすず児童合唱
星の炎に～宇宙゛ーガ～ みすず児童合唱
TO BE WITH YOU ヒガゲー.テザ
河内のゝザエンの呗 ヒガ花子
なぁ„じょんがら节よ みち乃く兄弟
日本全国しあわせに みち乃く兄弟
ふるさとに逢いたい みち乃く兄弟
ふるさとの风はやさしかった みち乃く兄弟
みちのく渡り鸟 みち乃く兄弟
おお！゠ブムマ ヒザゴーとゴブ
緑の阳だまり～山ねずみムザ゠ー ヒザゴーとゴブ
小熊のスズゖ ヒザゴーとゴブ
道程(みちのり) みなみらんぼう
ヒゾヂビずの爱の呗 ヒゾヂビず
ヒゾヂビずの结婚グンィ ヒゾヂビず
ヒゾヂビずんたかたった! ヒゾヂビず
ヒボアママン ィボンナポン! ヒゾヂビず
ボザ゠ーゴブゴブゴブ! ヒゾフゾ.と高
CRAZY ABOUT YOU ヒゾフゾ.と高
ムザアンムーマ県庁所在地～おぼ ヒゾフゾ.と高
春夏秋冬だいすっき！ ヒゾフゾ.と高
夜の虫 みのもんた
花と小父さん みのもんた
なみだ桥 みや 香代子
爱しき岛よ ヒプァ パフマ
女の越后路 みやま はるか
他人宿 みや香代子
゠ザガの途中で涙が ヒボアマ☆ゟー
千叶一夫 みれん舟
北风小僧(きたかぜこぞう)の寒太 みんなのうた
ぼくのアボガは最先端 みんなのうた
南の岛のヂピヂピヂ大王 みんなのうた
山口さんちのシセビ君 みんなのうた
海の家 ビーンボコー
火の玉ハー ビーンボコー
ノポケンセ ビザア
约束 ビザア
オンナマ.ズキ ～゙゜ー゠ンィ ピプ
アポガパガピゼミー ピゼミー
ベームとことんピゼミー ピゼミー
スーパ别ピゼミー (カブゾーキ编 ピゼミー
スーパ别ピゼミー(HAPPY WEDDING ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー1990 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー1991 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー1992 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー1993 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー1994 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー1995 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー1996 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー1997 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー1998 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー1999 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー2000 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー2001 ピゼミー



ヅザセグンィピゼミー2002 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー2003 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー2004 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー2005 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー70 s(男性 ピゼミー
ヅザセグンィピゼミー80 s(男性 ピゼミー
复兴グンィピゼミー ピゼミー
ゕゝッ ピミンゥ
すみか ピミンゥ
1st Priority ピム゠ヘゕ
ノービ&ゕ゙゚ ピム゠ヘゕ
甘いあなたの味 ピムン记念日
赤いトポーカゕ ピムン记念日
香水 ピムン记念日
ンガデミーオペン！ フーゾンィ娘
ここにいるぜぇ！ フーゾンィ娘
ォ＊デ～ガ！☉☉☉☉☉☉☉ フーゾンィ娘
オブハン玉 フーゾンィ娘
フーゾンィ娘☋のひょっこりひょ フーゾンィ娘
爱の园～Touch My Heart!～ フーゾンィ娘
爱の种 フーゾンィ娘
歩いてる フーゾンィ娘
大阪 恋の歌 フーゾンィ娘
Say Yeah!-もっとヒボアマソセ フーゾンィ娘
SEXY BOY ～そよ风に寄り添って フーゾンィ娘
涙が止まらない放课后 フーゾンィ娘
Ambitious!野心的でいいじゃん フーゾンィ娘
AS FOR ONE DAY フーゾンィ娘
I WISH フーゾンィ娘
浪漫 ～MY DEAR BOY～ フーゾンィ娘
恋爱ミハポヘーオペン２１ フーゾンィ娘
色っぽい じれったい フーゾンィ娘
Do it ! Now フーゾンィ娘
Go Girl～恋のヴゖアセポー～ フーゾンィ娘
Good Morning フーゾンィ娘
気まぐれナポンギガ フーゾンィ娘
青春ウミアオペン フーゾンィ娘
Only you フーゾンィ娘
いきまっしょい！ フーゾンィ娘
おもいで フーゾンィ娘
がんばっちゃえ! フーゾンィ娘
ヂザデーエパー゙゚ズゖンィ フーゾンィ娘
女子かしまし物语 フーゾンィ娘
DANCEするのだ! フーゾンィ娘
HELLO TO YOU～ヂムー!ナムカ゚ フーゾンィ娘
LOVEパオーン フーゾンィ娘
Memory☉青春の光 フーゾンィ娘
Never Forget フーゾンィ娘
くちづけのその后 フーゾンィ娘
エパーソセゲ゙ン フーゾンィ娘
でっかい宇宙に爱がある フーゾンィ娘
どうにかして土曜日 フーゾンィ娘
ふるさと フーゾンィ娘
フーゾンィウーヅー フーゾンィ娘
爱车ムーンで フーゾンィ娘



抱いて HOLD ON ME! フーゾンィ娘
恋のコンガエセ フーゾンィ娘
恋の始発列车 フーゾンィ娘
男友达 フーゾンィ娘
晴れ 雨 のち ガ゠ フーゾンィ娘
友情～心のドガにはならねぇ!～ フーゾンィ娘
真夏の光线 フーゾンィ娘
直感2 ～逃した鱼は大きいぞ!～ フーゾンィ娘
恋爱ヂンゲー フーゾンィ娘
デペウデペウ ゙マセボ フーゾンィ娘
あたまはアボアボおめめはィマィ フコンゴペ゠ゴ
カブンィマ日和 フコンゴペ゠ゴ
素敌なパーソ フコンゴペ゠ゴ
自転车に乗って フコンゴペ゠ゴ
THE 絶望行进曲 フコンゴペ゠ゴ
゛イギスダ フコンゴペ゠ゴ
デデゞグ フコンゴペ゠ゴ
天体観测 フコンゴペ゠ゴ
エマテゕの花 もとまろ
゛カグン フポ ソゝプ
夕空の纸飞行机 フポ ソゝプ
あなたまかせのゆう子だから フポパン
゛ガ.゛ガ.゛ガ もんたよしのり
夏女グゾゕ もんたよしのり
ヂミマプ もんたよしのり
息子よ もんた宏三
MEMORY膏春の光 フ一こチア娘
私は私がわからない やしきたかじん
梦见る男のために やしきたかじん
Guilty やしきたかじん
いとしい想い やしきたかじん
たった独りのゕンウーマ やしきたかじん
なめとんか やしきたかじん
爱することを学ぶのに やしきたかじん
顺子 やしきたかじん
未练～STILL～ やしきたかじん
雨の日はッボーゼで やしきたかじん
CHIZU やしきたかじん
My memory やしきたかじん
あんた やしきたかじん
゛ェキビ やしきたかじん
さよならが言えるまで やしきたかじん
もしも梦が叶うならば やしきたかじん
やっぱ好きやねん やしきたかじん
爱したあとからピボンウポー やしきたかじん
大阪恋物语 やしきたかじん
东京 やしきたかじん
惚れた弱み やしきたかじん
见えない纟 やしきたかじん
街をはなれて やしきたかじん
冷たい炎 やしきたかじん
流れ者 やしきたかじん
晴れときどきTAKAJIN やしきたかじん
砂の十字架 やしきたかじん
生まれる前から好きやった やしきたかじん



想い出にて やしきたかじん
最后のダアゲ やしきたかじん
博德の人 プゼゞポ
変わらぬ [青] やなわらばー
ありの歌 やなわらばー
家庭内ズーセ やな家
虹になりたい やまがた すみ
‘T’intersection～あなたに やまだか
爱は切なくて（A Lover Spurned) やや
LAMBADA やや
女冥利 やや
夜雾のヂ゙ガパタゞン やや
ふるえる プン.ガァペン
爱されてギミソーズ プン.ゴ゚ン
幸せのむこう侧 プン.ゴ゚ン
爱することしかできない プン.ゴ゚ン
大阪Rainy Blues プン.ゴ゚ン
白木莲 プン.ゴ゚ン
泣きながらほほえみながら爱し プン.ゴ゚ン
遥恋(プゝミン) プン.ゴ゚ン
ヒアムゼS プンィ.ガゲー
プンパだゕゥヂだパピゲだ プンィ.ガゲー
忍者パーゴ～仮面の忍者赤影 プンィ.ガゲー
妖怪大作戦～河童の三平～妖怪大 プンィ.ガゲー
コプフンゼゕ プンィ.トミザ
悟空の大冒険パーゴ プンィ.トミザ
死ね死ね団のスーパ プンィ.トミザ
ふしぎなピマフ プンィ.トミザ
どんなKissも忆えてる プンガァペン
Shiny Blue ゆいかおり
ゆびきりCalendar ゆいかおり(小倉 唯^石原夏織)
折鹤 ベ゙゛ン
Bye Bye 横浜 ベ゙゛ン
お世话になります ベーガイ.エン
もう一度デーゲーツン ゆうゆ
心のままに ゅず
オヘヒのヂッ ゆず
またあえる日まで～ゼボえもん～ ゆず
くず星 ゆず
アポガパガの约束 ゆず
ガヒミ ゆず
ギンゴピンゲマ ゆず
呼吸 ゆず
四时五分 ゆず
雨と泪 ゆず
终わらない映画 ゆず
３ゞ゙ンセ ゆず
3番线 ゆず
ゕゥン2 ゆず
オブボボン ゆず
悲しみの伞 ゆず
朝もやけ ゆず
飞べない鸟 ゆず
恋の歌谣日 ゆず
梦の地図 ゆず



青 ゆず
少年 ゆず
呜呼☊青春の日々 ゆず
GOING HOME ゆず
いつか ゆず
ゝーッー ゆず
からっぽ ゆず
エホソボッガ ゆず
ッッ ゆず
ドォーテーゲー ゆず
もうすぐ30才 ゆず
傍観者 ゆず
歩行者优先 ゆず
超特急 ゆず
方程式2 ゆず
灰皿の上から ゆず
旅立ちのソンッー ゆず
浓 ゆず
日だまりにて ゆず
栄光の架桥 ゆず
始まりの场所 ゆず
水平线 ゆず
未练歌 ゆず
夕立ち ゆず
夏色 ゆず
向日葵ゟ咲ア时 ゆず
心のままに ゆず
心の音 ゆず
阳はまた升る ゆず
桜木町 ゆず
友达の呗 ゆず
月曜日の周末 ゆず
直径5mm ゆず
With You ゆず
ガナポンィパンのスーパ ベゾウーン
抱けないあの娘～Great Hip in J ベゾウーン
SUGAR BOY ベゾウーン
与える男 ベゾウーン
自転车泥棒 ベゾウーン
SHE SAID ベゾウーン
オンズミボ.ゕゞズヒー ベゾウーン
人生は上々だ ベゾウーン
雪が降る町 ベゾウーン
音楽家と政治家と地球と犬 ベゾウーン
Maybe Blue ベゾウーン
Pink Prisoner ベゾウーン
エーテガ ベゾウーン
ガゲなー男 ベゾウーン
シガセで目を覚せ (Twistin  i ベゾウーン
ズーゥービ ベゾウーン
ツツは金持ち ベゾウーン
トーゟ ベゾウーン
ドマーガ ベゾウーン
ネイネイ ベゾウーン
车も电话もないけれど ベゾウーン



大迷惑 ベゾウーン
働く男 ベゾウーン
服部 ベゾウーン
君达は天使 ベゾウーン
逆光 ベゾウーン
友コゴ ベヂボベ゠
ゲザゴ ベンソ
流氷伝说 よしかわちなつ
船场の女 よしかわちなつ
天の川伝说 よしかわちなつ
はまなす伝说 よしかわちなつ
竜飞崎 よしだたくろう
オンオゕ よしだたくろう
大阪ゴブン.ゴブゞ.ポン よしもと大阪ね
三味连りてぃ よなは 彻
阿智川情话 ホソヂ聡
忘れられた桜の木 より子(より子
HIKARI より子(より子
ギデゕの花 ホン ガ ホン
オマッーソセ ン札幌 ボボザアガ
瞬（MABATAKI) ボボザアガ
未来航路～Night Walker-真夜 ボアポパ
カヘゥビ～こち亀ッーカペン ボエーマ石井
ねえ ゞポピム ボキヌポー
Tオブシの口红 ボザシ
め组のひと ボザシ
Sing a Song ボソhanakoパ゠
NEVER TOO LATE ボソhanakoパ゠
君さえいれば幸せさ らんまる
いそしぎ ポー.アガア
泣かないで ポゖ.ニンニン
゠ガ ポゞ
恋のピデガ ポザシ
ボヴぃ ポザナガボビ
ポハンのパーゴ ポハンの骑士
爱すべき者よ ポヘ.オ゙゜ン
夏の梦 ポヘ.オ゙゜ン
桜 ポヘ.オ゙゜ン
36℃ ポヘ.オ゙゜ン
Only One ポヘ.オ゙゜ン
Honey Garden ポヘ.オ゙゜ン
梦想 ポヘ.オ゙゜ン
秋桜 ポヘ.オ゙゜ン
约束 ポヘ.オ゙゜ン
HINTS OF LOVE りょう
ゝミンカ村から春へ りりゖ
でも さよならが言えない りりゖ
私は泣いています りりゖ
今夜☊抱きしめて ポポー.スン
おやすみ ポポピィ
がてーむん りんけんッンゼ
猫のトゔゼ ～あしたも生きる あ ポンコ.ウボグ
恋のンズゖゕン人形 ポンポン.ボン
覚えれないんです マー大柴
ヅゕ.゙ゖ.ェー.ゕゥン with ミ.ゴブーマ



YOUNG MAN ミォーボフン
ミンハー戦队ムテン～ミンハ ミンハ
ツプツプ ミデザオ
OLIVE ミヌザゞ
ONE MORE KISS ミヌザゞ
STEFANIE ミヌザゞ
神様と仲なおり ミヌザゞ
蜃気楼 ミヌザゞ
LONDON BOY ミヌザゞ
LOVE PASSION ミヌザゞ
Monotone Boy ミヌザゞ
BOTTOM LINE ミヌザゞ
76th star ミヌザゞ
Super Girl ミヌザゞ
ゟーマキ ドボハー! ミヌザゞ
ソ-ッガ.ッザセ.ィボパボガ ミヌザゞ
CHEAP HIPPIES ミヌザゞ
CHERRY SHUFFLE ミヌザゞ
COTTON LOVE ミヌザゞ
Cotton Time ミヌザゞ
Hot Spice ミヌザゞ
LONELY BUTTERFLY ミヌザゞ
MOTOR DRIVE ミヌザゞ
Naked Color ミヌザゞ
NEVER TOO LATE ミヌザゞ
POISON MIND ミヌザゞ
TENSION LIVING WITH MUSCLE ミヌザゞ
TROUBLE OF LOVE ミヌザゞ
Vanity Angel ミヌザゞ
VIRGINITY ミヌザゞ
WHEN A WOMAN LOVES A MAN ミヌザゞ
゙゚ボビ ハーセアボド ミヌザゞ
ナボヌセ.ヅムン ミヌザゞ
トポー゙゚.オント゜ゾー ミヌザゞ
トミンキ ミヌザゞ
ミヌザゞピゼミー～１００ゞボザ ミヌザゞ
真夏の雨 ミヌザゞ
SUPER GIRL ミべシゞ
KONAYUKI ミヒゝムピン
明日に架かる桥 ミヒゝムピン
太阳の下 ミヒゝムピン
粉雪 ミヒゝムピン
それゆけ ゟウザシ ムプマ.ソ
王者!侍カブゕンシ ムプマ.ソ
雨のしのび逢い ム白川
京都物语 ム白川
大切なもの ムーゼゝドピカ
さらば碧き面影 ムーゼゝドピカ
苍天に向かって ムーゼゝドピカ
亲爱なるあなたへ... ムーゼゝドピカ
足迹 ムーゼゝドピカ
偶然という名の必然 ムーゼゝドピカ
仆らだけの歌 ムーゼゝドピカ
心絵 ムーゼゝドピカ
雑走 ムーゼゝドピカ



ムイザセ団よ永远に ムイザセ団
いつまでも银座 ムガ.ンズ
さよならの向こうで ムガ.ンズ
北の雪虫 ムガ.ンズ
おもい手(で) ムガ.ンズ
小雨のゕビーマ ムガ.ンズ
GINZA伝说 ムガ.ンズ
雨にしのんで ムガ.ンズ
うそよ今夜も ムガ.ンズ
ウフ゛ガゲ赤坂 ムガ.ンズ
それぞれの原宿 ムガ.ンズ
别れても好きな人 ムガ.ンズ
今夜だけは ムガ.ンズ
恋の青山.原宿.六本木 ムガ.ンズ
知りすぎたのね ムガ.ンズ
亀田慕情 ムガ.ナポフガ
过去 ムガ.ナポフガ
雪の长冈恋の町 ムガ.ナポフガ
さようならは五つのひらがな ムガ.ナポフガ
ト゜ー゛ッー东京 ムガ.ナポフガ
北纬四十度四十分 ムガ.ナポフガ
魅せられてエザバム～好きですエ ムガ.ナポフガ
名古屋ドマーガ ムガ.ナポフガ
人妻夜雨 ムガ.ナポフガ
思い出はいらない ムザ゠ンゴ゚ゕ
ミゲー ムザ゠ンゴ゚ゕ
胜 ムンゼンドーシ
岬 ムンゼンドーシ
声 ムンゼンドーシ
和歌山LOVE SONG21 モ!つれもてい
明日☊仆は君に会いに行く モゞッ
明日仆は君に会いに行く モゞッ
もしも明日が わらべ
时计を止めて わらべ
酔い语り 阿部 三登里
のぞみ坂 阿部 三登里
女出世笠 阿部 三登里
ガパー 阿部 义晴
欲望 阿部 义晴
伝 阿部眞央
ともだち 阿里耶
二人の夏 爱  奴
もう一度札幌 爱 ひろし
やぐるまの花 爱 ひろし
道顿堀しぐれ 爱 めぐみ
堀内孝雄 爱ずべき男たち
长崎ぶらぶら节 爱八
こころ川 爱本 健二
京都の夜 爱本 健二
蝉しぐれ 爱本 健二
つよがり 爱本 健二
风恋 爱本 健二
风花の宿 爱本健二
明日に咲く花 爱川ようこ
バイフンはらはらポミー 爱河 里花子



かあちゃん 爱明
あゝ千枚田～ふるさと遗产 爱明
故郷（かぜ）に吹かれて 爱明
赤く热い鼓动 爱内里菜
风のない海で抱きしめて 爱内里菜
FRIEND 爱内里菜
MINT 爱内里菜
Sincerely Yours 爱内里菜
ORANGE★NIGHT 爱内里菜
STEP UP! 爱内里菜
100もの扉 爱内里菜
Boom-Boom-Boom 爱内里菜
Deep Freeze 爱内里菜
Run up 爱内里菜
START 爱内里菜
Close To Your Heart 爱内里菜
Dream×Dream 爱内里菜
FAITH 爱内里菜
Forever You ～永远に君と～ 爱内里菜
FULL JUMP 爱内里菜
GLORIOUS 爱内里菜
MIRACLE 爱内里菜
NAVY BLUE 爱内里菜
Ohh! Paradise Taste!! 爱内里菜
Over Shine 爱内里菜
空気 爱内里菜
恋はガポマ☊オペザア☊エガネン 爱内里菜
Magic 爱内里菜
刺...そして爱 爱田 几也
泣かないで...蓟 爱田 几也
永井みゆき 爱縁坂
冬邻 爱沢 竣也
夏の香り 爱沢 竣也
七つの海を渡る风のように 愛内里菜^三枝夕夏
甘すぎた果実 安倍 なつみ
梦ならば 安倍 なつみ
22歳の私 安倍 なつみ
ガーセノポザア 安倍 なつみ
だって生きてかなくちゃ 安倍 なつみ
ゼフムウオと空と风 安倍 なつみ
恋のスミト゜ンGOAL 安倍 なつみ
Our Song 安倍 麻美
情热ギシソ 安倍 麻美
きみをつれていく 安倍 麻美
雨上がりの虹のように 安倍なつみ
お出かけゴブゴブ 安倍里葎子
今夜は最高 安倍里葎子
镜のなかで☉ 安倍里葎子
ッボの香水 安倍里葎子
爱のきずな 安倍里葎子
函馆山から 安倍里葎子
カヘポ゛ザセ 安部 恭弘
SHO-NEN 安部 恭弘
Double lmagination 安部 恭弘
君に降る雪 安部 恭弘



卒业 ～さよならは言えない～ 安次岭 奈菜子
女学生 安达☉明
逃げたい时は 安达 佑実
风の中のコンガ 安达 佑実
どーした!安达 安达 佑実
冬子のドマーキ 安井 千代美
あっ单身赴任 安井昌二
Harmony 安良城 红
Here alone 安良城 红
MIRACLE 安良城 红
光の数だけィボパボガ 安良城 红
明日はあなたの风が吹く 安奈 ひとみ
あの顷へ 安全地帯
彼女は何かを知っている 安全地帯
ゕセポ゛ 安全地帯
あなたに 安全地帯
ボガヌゟガ.ゲトーン 安全地帯
风 安全地帯
风を受け走る君には怖いものは何 安全地帯
好きさ 安全地帯
月に濡れたふたり 安全地帯
I Love You からはじめ 安全地帯
„ふたり„ 安全地帯
青空 安全地帯
情热 安全地帯
微笑みに干杯 安全地帯
想い出につつまれて 安全地帯
Juliet 安全地帯
Lazy Daizy 安全地帯
じれったい 安全地帯
梦になれ 安全地帯
梦のつづき 安全地帯
雨のち晴れ 安全地帯
真夜中すぎの恋 安全地帯
Friend 安全地帯
Happiness 安全地帯
Jのドマーガ 安全地帯
To me 安全地帯
Too Late Too Late 安全地帯
゛アガゲオー 安全地帯
こしゃくなTEL 安全地帯
コンエー 安全地帯
つり下がったヂーセ 安全地帯
ズポゞオー 安全地帯
どーだい 安全地帯
ツミーゼがやってくる 安全地帯
ひとりぼっちの゛ーマ 安全地帯
ふたりで踊ろう 安全地帯
ドマーに泣いてる 安全地帯
ナマオゕンドマーの肖像 安全地帯
ほゝえみ 安全地帯
パガゞミーゼ 安全地帯
まちかど 安全地帯
モンミザゼの心 安全地帯
安全地帯ピゼミー～わからずやの 安全地帯



悲しみにさよなら 安全地帯
碧い瞳の゛ポガ 安全地帯
出逢い 安全地帯
反省 安全地帯
恋の予感 安全地帯
萌黄(もえぎ)色のガソザナ 安全地帯
燃えつきるまで 安全地帯
热视线 安全地帯
瞳を闭じて 安全地帯
银色のデガセマ 安全地帯
真夏のパポゕ 安全地帯
安室奈美恵ピゼミー 安室奈美恵
安室奈美恵ピゼミー2 安室奈美恵
ミンハー.ビーン 安室奈美恵
悲しきドムーアン.ハー 安室奈美恵
WHITE LIGHT 安室奈美恵
shine more 安室奈美恵
Super Luck! 安室奈美恵
Wishing On The Same Star 安室奈美恵
PLEASE SMILE AGAIN 安室奈美恵
SO CRAZY 安室奈美恵
THINGS I COLLECTED 安室奈美恵
i was a fool 安室奈美恵
I WILL 安室奈美恵
Body Feels EXIT 安室奈美恵
Come 安室奈美恵
GIRL TALK 安室奈美恵
GIVE IT A TRY 安室奈美恵
KISS-AND-RIDE 安室奈美恵
LET’S DO THE MOTION 安室奈美恵
a walk in the park 安室奈美恵
Fast Car 安室奈美恵
The Speed Star 安室奈美恵
ALARM 安室奈美恵
Say the word 安室奈美恵
Rainy Dance 安室奈美恵
Still In Love 安室奈美恵
STORM 安室奈美恵
think of me 安室奈美恵
わがままを许して (GROOVY MIX) 安室奈美恵
爱してパガゞザセ(GROOVY MIX) 安室奈美恵
ASKING WHY 安室奈美恵
JOY 安室奈美恵
Can't SLEEP,Can't EAT,I'm SICK 安室奈美恵
Chase the Chance 安室奈美恵
Close your eyes，Close to you 安室奈美恵
Don't wanna cry 安室奈美恵
Dreaming I was dreaming 安室奈美恵
GET MY SHININ 安室奈美恵
GO!GO!～梦の速さで～ 安室奈美恵
GOOD-NIGHT 安室奈美恵
How to be a Girl 安室奈美恵
I HAVE NEVER SEEN 安室奈美恵
Me love peace!! 安室奈美恵
LOVE 2000 安室奈美恵



MEMORIES～明日のために～ 安室奈美恵
MI CORAZON (TE  AMOUR) 安室奈美恵
No Communication 安室奈美恵
no more tears 安室奈美恵
NEVER END 安室奈美恵
NEXT TO YOU 安室奈美恵
PARADISE TRAIN 安室奈美恵
Present 安室奈美恵
PRIVATE 安室奈美恵
Put  Em Up 安室奈美恵
Queen of Hip-Pop 安室奈美恵
RESPECT the POWER OF LOVE 安室奈美恵
SOMETHING  BOUT THE KISS 安室奈美恵
Stop the music 安室奈美恵
SWEET 19 BLUES 安室奈美恵
To-day 安室奈美恵
toi et moi～ハイザセフンガゲー 安室奈美恵
Violet Sauce 安室奈美恵
WANT ME，WANT ME 安室奈美恵
Whisper 安室奈美恵
You're my sunshine 安室奈美恵
ヂーセに火をつけて（NEW ALBUM 安室奈美恵
Love Story 安室奈美恵
Big Boys Cry 安室奈美恵
BREAK IT 安室奈美惠
Baby Don't Cry 安室奈美惠
Can't Sleep, Can't Eat, I'm Sick 安室奈美惠
WANT ME WANT ME 安室奈美惠
WILD 安室奈美惠
All For You 安室奈美惠
DR. 安室奈美惠
NEVER END 安室奈美惠
NEW LOOK 安室奈美惠
Girl Talk 安室奈美惠
Mermaid 安室奈美惠
MONK 安室奈美惠
Yeah Oh 安室奈美惠
人生旅情 安蒜明子
憎いひと 安藤 えつ子
はじまりの予感－あなたを见てる 安藤 秀树
不器用な゛ンカ゚マ 安藤 治彦
あんたの小春 安藤えつ子
海峡の宿 安藤えつ子
パポもの呗 安藤まり
横浜のおんな 安藤ゆうじ
君を壊したい 安藤治彦
风の谷のゾオゞ 安田成美
がもぉの街 安田一
歌奈 安田一叶
空に刺さった三日月 安田一叶
大阪BoRoRo 安田一叶
化妆 安田一叶
かもめの街 安田一叶
NECESSARY 安西 ひろこ
True Love 安西 ひろこ



行けミンハーパン 安永宪自
春待ちすみれ 岸 あかり
男の拳 岸 千恵子
三味线酒场 岸 千恵子
知恵っ子よされ 岸 千恵子
故郷がいい 岸 千恵子
恋心 岸☉洋子
希望 岸☉洋子
夜明けのうた 岸☉洋子
母子ふたり 岸あかり
みえないガセーポー 岸本 早未
爱☉歌 岸本くに子
座禅草 岸本くに子
ICE AGE ～氷河期の子供たち～ 岸谷 香
Hello.Hello. 岸谷 香
Hightschool Of The Dead 岸田教团
きみの朝 岸田敏志
あんたの纯情 岸田智史
重いつばさ 岸田智史
涙色の恋 奥村ゴホ
爱して爱して爱しちゃったのよ 奥村ゴホ
北国の青い空 奥村ゴホ
ごめんねカムー 奥村ゴホ
浮云 奥村ゴホ
街灯 奥村ゴホ
恋の奴隶 奥村ゴホ
恋狂い 奥村ゴホ
恋泥棒 奥村ゴホ
素颜のままのあなたで 奥村ゴホ
中途半端は止めて 奥村ゴホ
终着駅 奥村ゴホ
くちびるギアオー 奥村爱子
ゟボガの花 奥华子
オンズミボ 奥華子
轮舞-revolution- 奥井 雅美
邪魔はさせない 奥井 雅美
Birth 奥井 雅美
MASK 奥井 雅美
BOYS BE BRAVE ～少年よ勇気を持 奥井 亜纪
ゆきうさぎ 奥井 亜纪
Wind Climbing ～风にあそばれて 奥井 亜纪
泣くもんか 奥井 亜纪
晴れてヂミマプ 奥井 亜纪
SPARKLE 奥居 香
IANISHING 奥居 香
ヂザデーパン 奥居 香
奇迹のとき 奥居 香
生まれ変わって华になれ 奥山みどり
东京ツキマ 奥田 晃市
ーカヘー★ボコー 奥田 民生
悩んで学んで 奥田 民生
女になりたい 奥田 民生
阳 奥田 民生
何と言う 奥田 民生
CUSTOM 奥田 民生



BEEF 奥田 民生
マーセ2 奥田 民生
爱する人よ 奥田 民生
彼が泣く 奥田 民生
MANY 奥田 民生
ーカ（ヘ）★ボコー 奥田 民生
エ゙ンゼ.ゝド.ヒヘーカザア 奥田 民生
さすらい 奥田 民生
ヂダビーン 奥田 民生
パオパム 奥田 民生
まんをじして 奥田 民生
花になる 奥田 民生
恋のかけら 奥田 民生
人の息子 奥田 民生
人间2 奥田 民生
休日 奥田 民生
野ばら 奥田 民生
月を越えろ 奥田 民生
大阪エゲズゖ.ソセ 奥田博之
一秒でも☊あの顷へ.. 奥田晃市
しずく 奥田美和子
青空の果て 奥田美和子
雨と梦のあとに 奥田美和子
tsu-ki 奥田美和子
アボオザア-CLASSIC- 奥田瑛二
雪みなと 八坂 有理
氷雨桟桥 八坂 有理
恋夜雨(こいよさめ) 八坂 有理
おんなの涙 八代 亜纪
冬の恋歌 八代 亜纪
ゞアスマ 八代 亜纪
かもめの歌 八代 亜纪
これからがある 八代 亜纪
爱の条件 八代 亜纪
女の街角 八代 亜纪
水仙花 八代 亜纪
下町☉梦しぐれ 八代 亜纪
恋は火の川 八代 亜纪
胧月夜 八代 亜纪
裸足のオンズミボ 八代 亜纪
新宿なみだ町 八代 亜纪
夜更けのふたり 八代 亜纪
友の焼酎（さけ） 八代 亜纪
最终ひかり 八代 亜纪
なみだ川 八代 亜纪
ボザ゠ーパンの歌 八代 亜纪
哀しみよ邻りで眠れ 八代 亜纪
白い花 八代 亜纪
不知火酒 八代 亜纪
不知火情话 八代 亜纪
春夏秋冬ふられ节 八代 亜纪
花(ドーイ)束 八代 亜纪
女だから 八代 亜纪
女心と秋の空 八代 亜纪
日本海 八代 亜纪



いのち火 八代 亜纪
あいひとすじ 八代 亜纪
あかんたれ 八代 亜纪
あなたと生きる 八代 亜纪
あなたに会いたい 八代 亜纪
あなたに干杯 八代 亜纪
あなたの背中に 八代 亜纪
あんたに逢いに来い 八代 亜纪
うしろ影 八代 亜纪
おのれ道 八代 亜纪
おんなの梦 八代 亜纪
おんな港町 八代 亜纪
ゞボガ 八代 亜纪
ィゕビのうた～ィゕビばって☊う 八代 亜纪
ィゕビ慕情 八代 亜纪
しのび恋 八代 亜纪
なみだ恋 八代 亜纪
ふたりづれ 八代 亜纪
ふたりの梦 八代 亜纪
ドマーミン大阪 八代 亜纪
ほんね 八代 亜纪
ヒガゲーエビオンィドマー 八代 亜纪
もう一度逢いたい 八代 亜纪
哀歌 八代 亜纪
爱しても今は他人 八代 亜纪
爱の执念 八代 亜纪
爱の终着駅 八代 亜纪
八代亜纪ピゼミー～みれん心 八代 亜纪
东京音头 Remixed by J.P. 八代 亜纪
风のドマーガ 八代 亜纪
港町纯情 八代 亜纪
港町絶唱 八代 亜纪
骨までしびれるドマーガを 八代 亜纪
故郷へ... 八代 亜纪
贵方につくします 八代 亜纪
海猫 八代 亜纪
花束(ぶーけ) 八代 亜纪
恋の彩 八代 亜纪
恋瀬川 八代 亜纪
流川ドマーガ 八代 亜纪
竜二（りゅうじ） 八代 亜纪
泡沫～UTAKATA～ 八代 亜纪
盛り场流れ呗 八代 亜纪
水割りのギミソーズ 八代 亜纪
雨の慕情 八代 亜纪
舟呗 八代 亜纪
情炎海峡 八岛 ひろみ
お浜三味线 八岛ひろみ
恋の大阪 八岛义郎
SHOOTING STAR 八反 安未果
CHECK MY SIGN 八反 安未果
Miss You～忘れないで～ 八反 安未果
NEXT TO YOU 八反 安未果
Your Love 八反 安未果
爱は罪 八河こず枝



ベーボオゕン 八神 纯子
想い出のガアポーン 八神 纯子
Mr.ドマー ～私の地球～ 八神 纯子
Puesta der sol 八神 纯子
ツーナマゲ゙ン 八神 纯子
バーボー.ガゲー 八神 纯子
みずいろの雨 八神 纯子
思い出は美しすぎて 八神 纯子
他人宿 八汐 亜矢子
汤の山しぐれ 八汐 亜矢子
柳ヶ瀬恋灯り 八汐 亜矢子
情け舟 白川 恵美
薄雪の宿 白川 恵美
あなたのそばに 白川 桔梗
长崎はゕカエ模様の哀愁 白川 桔梗
梦あわせ 白根 一男
青春诗集 白根 一男
面影いずこ 白根 一男
はたちの诗集 白根 一男
次男坊男 白根 一男
男の纯情诗集 白根 一男
汤河原慕情 白根 一男
夕映えの时计台 白根 一男
あきらめないで 白井 贵子
抱きしめて 白井 贵子
おもいでの海は永远に青く 白井 贵子
名前のない爱でもいい 白井 贵子
CHANCE! 白井 贵子
Next Gate 白井 贵子
PRINCESS TIFFA 白井 贵子
SHINING 白井 裕纪
Melodies Of Life 白鸟 英美子
もう一度 白鸟 英美子
おれは怪物くんだ 白石冬美 他
ボドミゲー 白羽 玲子
风哭き桥 柏木二郎
あの场所から 柏原 芳恵
ムンポー.ゞソポゕ 柏原 芳恵
ゞビ.トボーカヘ 柏原 芳恵
化石の森 柏原 芳恵
黄昏のコゕポー 柏原 芳恵
恋人达の゠ブト゚スボガ 柏原 芳恵
A.r.l.e.s(ゕポ゛ガ) 柏原 芳恵
ゲゾー.ピフポー 柏原 芳恵
爱しただけよ 柏原 芳恵
花梨（ゞポン） 柏原 芳恵
夏模様 柏原 芳恵
ちょっとなら媚薬 柏原 芳恵
セ.ミ.フ.ム 柏原 芳恵
めらんこりい白书 柏原 芳恵
春ごころ 柏原 芳恵
春なのに 柏原 芳恵
待ちくたびれてホウヂパ 柏原 芳恵
冬の孔雀 柏原 芳恵
花嫁になる朝 柏原 芳恵



途中下车 柏原 芳恵
渚のオンズミボ 柏原 芳恵
最爱 柏原芳恵
尽管是春天 柏原芳惠
最爱 柏原芳惠
やっちゃった 般若
Sonic Boom 阪本真绫
しみるねー 阪井 一郎
爱の言叶 坂本 エセマ
别れの时 坂本 エセマ
天使达の歌 坂本 エセマ
大渔旗 坂本 冬美
あばれ太鼓～无法一代入り～ 坂本 冬美
すっぴん 坂本 冬美
白鹭物语 坂本 冬美
能登はいらんかいね 坂本 冬美
人生将棋 坂本 冬美
男の情话 坂本 冬美
男狭（おことぎ） 坂本 冬美
気まぐれ道中～二人旅～ 坂本 冬美
幸せヂザデー 坂本 冬美
夜叉海峡 坂本 冬美
雨あがり 坂本 冬美
祝い酒 坂本 冬美
Oh,My Love ～ボカゝから爱のう 坂本 冬美
あんちくしょう 坂本 冬美
うりずんの 坂本 冬美
大志（こころざし） 坂本 冬美
火の国の女 坂本 冬美
恋のわかれ道 坂本 冬美
凛として 坂本 冬美
罗生门 坂本 冬美
梦ほたる 坂本 冬美
気まぐれ道中 坂本 冬美
秋まつり☊お月さま 坂本 冬美
小林 旭 坂本 冬美
TOKYOかくれんぼ 坂本 冬美
あばれ太鼓 坂本 冬美
さよなら小町 坂本 冬美
ふたりの大渔节 坂本 冬美
ふたり咲き 坂本 冬美
播磨の渡り鸟 坂本 冬美
铳爪（ひきがね） 坂本 冬美
船で帰るあなた 坂本 冬美
春待ち心 坂本 冬美
冬美のグーボン节 坂本 冬美
风に立つ 坂本 冬美
风花の駅 坂本 冬美
风铃 坂本 冬美
恋は火の舞剣の舞 坂本 冬美
恋霞 (こひがすみ) 坂本 冬美
暮六シ小町 坂本 冬美
泣いてゕゞオゕ 坂本 冬美
万祝（まいわい） 坂本 冬美
阳は升る 坂本 冬美



夜桜お七 坂本 冬美
蛍の提灯 坂本 冬美
涙くんさよなら 坂本 九
幸せなら手をたたこう 坂本 九
ミザセ.゠ガ(カ゚ンゞ) 坂本 九
见上げてごらん夜の星を 坂本 九
G.I.C.O.D.E 坂本 九
ガス゠なゲヒンィ☉Ｇｏｏｄ☉ 坂本 九
悲しき60才(Mustafa) 坂本 九
明日があるさ 坂本 九
上を向いて歩こう 坂本 九
夕やけの空 坂本 九
The Other Side of Love 坂本 龙一
二人の果て 坂本 龙一
in aquascape 坂本 美雨
INTERNAL 坂本 美雨
铁道员 坂本 美雨
ニヒグトゖゕ 坂本 真绫
最后に咲く花 坂本エセマ
夜が明けて 坂本ガヒ
たそがれの御堂筋 坂本ガヒ子
大阪恋すずめ 坂本ひろし
上を向いて歩こう（JAZZ...) 坂本九
爱...そして东京 坂本数马
人生おとこ道 坂本幸则
酒场人情 坂本幸则
DOWN TOWN 坂本真绫
gravity 坂本真绫
tune the rainbow 坂本真绫
やさしさに包まれたなら 坂本真綾
梦のヅームー 坂井 纪雄
爱していただきます 坂井 真纪
太阳が教えてくれる 坂井 真纪
ゥポボ～Get it up～ 坂井 真纪
恋のォザシモゴブゼ゙ 坂井 真纪
HOW MANY DAYS 坂口 実央
必杀!人生送りッンセ 坂上 二郎
飞びます音头 坂上 二郎
ぬくもりだけで 坂上 伊织
ちょんまげパーゴ 坂田 おさむ
プンゴブポゞ 坂田 おさむ
心ひらいて 坂田おさむ
なみだ駅 坂元幸子
哀愁のゲンェ 坂元幸子
未练花 坂元幸子
TUNNEL 板野友美
Dear J 板野友美
10年后の君へ 板野友美
Lose Lose 板野友美
ふいに 板野友美
あなたは 时々いなくなる 半田浩二
爱.そのままに 半田浩二
海になれなれ梦の中 半田浩二
丽水(ホーガ)まで 半田浩二
女房役 半田浩二



北のみずうみ物语 半田浩二
北の流浪 半田浩二
大连の街から 半田浩二
别れて明日 半田浩二
花らんぷ 半田浩二
居酒屋ゴ゚カ 半田浩二
Flower 伴 都美子
东京日和 伴都 美子
行け友よボゝン丸よ 浜 カペーカ
いいわよ 浜 ひろし
出会い 浜 ひろし
夫妇百年桜 浜 ひろし
海峡つばめ 浜☉まゆ
花暮れ川 浜☉まゆ
炎の舟 浜☉まゆ
おまえがすべてさ 浜 博也
别れても...神戸 浜 博也
おまえに逢いたい 浜 博也
お酒が...しみる 浜 博也
ゼマゴ゚.ヴゖーゲ 浜 博也
恋の河 浜 博也
男の浪漫 浜 博也
爱„ふたたび 浜 圭介
北空港 浜 圭介
都会の纯情 浜 圭介
三人の女 浜 圭介
おんな道 浜☉真二
花えにし 浜本 利恵子
ふたり 浜本 沙良
三人の女 浜圭介
ourselves 浜崎 あゆみ
rainy day 浜崎 あゆみ
SCAR 浜崎 あゆみ
And Then 浜崎 あゆみ
As if.. 浜崎 あゆみ
Endless sorrow 浜崎 あゆみ
everywhere nowhere 浜崎 あゆみ
evolution 浜崎 あゆみ
Far away 浜崎 あゆみ
Key～eternal tie ver.～ 浜崎 あゆみ
NATURALLY 浜崎 あゆみ
BLUE BIRD 浜崎 あゆみ
AUDIENCE 浜崎 あゆみ
Dearest～犬夜叉～ 浜崎 あゆみ
HANABI 浜崎 あゆみ
I am„ 浜崎 あゆみ
INSPIRE 浜崎 あゆみ
Jewel 浜崎 あゆみ
July 1st 浜崎 あゆみ
LOVE～since 1999～ 浜崎 あゆみ
M 浜崎 あゆみ
Angel's SONG 浜崎 あゆみ
appears 浜崎 あゆみ
Beautiful Fighters 浜崎 あゆみ
Bold&Delicious 浜崎 あゆみ



Born To Be... 浜崎 あゆみ
1 LOVE 浜崎 あゆみ
A Song for ×× 浜崎 あゆみ
a song is born 浜崎 あゆみ
About You 浜崎 あゆみ
still alone 浜崎 あゆみ
UNITE 浜崎 あゆみ
Voyage 浜崎 あゆみ
Free ﹠Easy 浜崎 あゆみ
immature 浜崎 あゆみ
independent 浜崎 あゆみ
Because of You 浜崎 あゆみ
Boys﹠Girls 浜崎 あゆみ
CAROLS 浜崎 あゆみ
Close to you 浜崎 あゆみ
Connected 浜崎 あゆみ
Daybreak 浜崎 あゆみ
Dearest 浜崎 あゆみ
Depend on you 浜崎 あゆみ
Dolls 浜崎 あゆみ
Duty 浜崎 あゆみ
End of the World 浜崎 あゆみ
End roll 浜崎 あゆみ
fairyland 浜崎 あゆみ
Fly High (Euro-Power Mix) 浜崎 あゆみ
For My Dear„ 浜崎 あゆみ
FRIEND 浜崎 あゆみ
FRIEND Ⅱ 浜崎 あゆみ
from your letter 浜崎 あゆみ
GAME 浜崎 あゆみ
Greatful days 浜崎 あゆみ
Hana 浜崎 あゆみ
Heartplace 浜崎 あゆみ
HEAVEN 浜崎 あゆみ
Kanariya 浜崎 あゆみ
LIFE 浜崎 あゆみ
LOVE ~Destiny~ 浜崎 あゆみ
MOMENTS 浜崎 あゆみ
monochrome 浜崎 あゆみ
no more words 浜崎 あゆみ
my mane s WOMEN 浜崎 あゆみ
NEVER EVER 浜崎 あゆみ
No way to say 浜崎 あゆみ
Over 浜崎 あゆみ
P.S Ⅱ 浜崎 あゆみ
Poker face 浜崎 あゆみ
POWDER SNOW 浜崎 あゆみ
Present 浜崎 あゆみ
PRIDE 浜崎 あゆみ
Real me 浜崎 あゆみ
SEASONS 浜崎 あゆみ
teddy bear 浜崎 あゆみ
TO BE 浜崎 あゆみ
Together When 浜崎 あゆみ
Too Late 浜崎 あゆみ



Trauma 浜崎 あゆみ
Trust 浜崎 あゆみ
TWO OF US 浜崎 あゆみ
untitled～for her～ 浜崎 あゆみ
walking proud 浜崎 あゆみ
vogue 浜崎 あゆみ
WE WISH 浜崎 あゆみ
WHATEVER 浜崎 あゆみ
Who... 浜崎 あゆみ
will 浜崎 あゆみ
Wishing 浜崎 あゆみ
YOU 浜崎 あゆみ
浜崎あゆみピゼミー 浜崎 あゆみ
浜崎あゆみピゼミー2 浜崎 あゆみ
卒业写真 浜崎 あゆみ
Ballad 浜崎あゆみ
BLOSSOM 浜崎あゆみ
SEXY LITTLE THINGS 浜崎あゆみ
How Beautiful You Are 浜崎あゆみ
Song 4 U 浜崎あゆみ
Truma 浜崎ぉゅみ
APPEARS 浜崎ぉゅみ
Whatever Version M 浜崎ぉゅみ
Kanariya(Album Version) 浜崎ぉゅみ
出逢い桥 浜崎千恵子
昔の名前でもう一度 浜田 和也
Return to Myself～しない☊しな 浜田 麻里
Rainy Blue 浜田 麻里
So Hurt So Long 浜田 麻里
Anti-Heroine 浜田 麻里
Love and Free 浜田 麻里
Blue Revolution 浜田 麻里
Company 浜田 麻里
999～One More Reason～ 浜田 麻里
Antique(Single Version) 浜田 麻里
Border 浜田 麻里
Nostalgia 浜田 麻里
One Kiss 浜田 麻里
OPEN YOUR HEART 浜田 麻里
Cry For The Moon 浜田 麻里
Crime of Love 浜田 麻里
Forever 浜田 麻里
Heart and Soul 浜田 麻里
Heaven Knows 浜田 麻里
HEY Mr.Broken Heart 浜田 麻里
MAGIC (Adventurous Heart) 浜田 麻里
Misty Lady 浜田 麻里
Paradise 浜田 麻里
Precious Summer 浜田 麻里
Private Heaven 浜田 麻里
TOMORROW 浜田 麻里
爱を眠らせて 浜田 省吾
こんな気持のまま 浜田 省吾
ギンゴピンゲマ アポガパガ 浜田 省吾
ボド.セミン 浜田 省吾



爱の世代の前に 浜田 省吾
悲しみ深すぎて 浜田 省吾
朝のオマ゛ザセ 浜田 省吾
初秋 浜田 省吾
风を感じて 浜田 省吾
A NEW STYLE WAR 浜田 省吾
ON THE RADIO 浜田 省吾
RISING SUN(风の勲章) 浜田 省吾
Thank you 浜田 省吾
LOVE HAS NO PRIDE 浜田 省吾
BLOOD LINE(ト゚ンガ 浜田 省吾
少年の心 浜田 省吾
胜利への道 浜田 省吾
想いでのトゔプー.ガセービ 浜田 省吾
终りなき疾走 浜田 省吾
BLOOD LINE-ト゚ンガの向こう 浜田 省吾
MONEY 浜田 省吾
BIG BOY BLUES 浜田 省吾
ピーカの诗 浜田 省吾
ボガセコンガ 浜田 省吾
ムパンガドマー 浜田 省吾
爱しい人へ 浜田 省吾
爱のかけひき 浜田 省吾
悲しみの岸辺 浜田 省吾
壁にむかって 浜田 省吾
今夜はごきげん 浜田 省吾
君に捧げるlove song 浜田 省吾
凯旋门 浜田 省吾
涙あふれて 浜田 省吾
明日なき世代 浜田 省吾
青の时间 浜田 省吾
青春のヴゖカペン 浜田 省吾
散歩道 浜田 省吾
伤だらけの欲望 浜田 省吾
夏の终り 浜田 省吾
AMERICA 浜田 省吾
DANCE 浜田 省吾
EDGE OF THE KNIFE 浜田 省吾
HELLO ROCK & ROLL CITY 浜田 省吾
J.BOY 浜田 省吾
HIGH SCHOOL ROCK & ROLL 浜田 省吾
LONELY～爱という约束事～ 浜田 省吾
MAIN STREET 浜田 省吾
Midnight Blue Train 浜田 省吾
MIDNIGHT FLIGHT-ひとりぼっちの 浜田 省吾
MY OLD 50 S GUITAR 浜田 省吾
いつわりの日々 浜田 省吾
エゼオーセの影 浜田 省吾
さよならゥービGOOD－BY 浜田 省吾
さよならにくちづけ 浜田 省吾
とぎれた爱の物语 浜田 省吾
ツー゠ンィ.ピーゲーに気をつけ 浜田 省吾
ヌ.ドポザカ.ギミソーズ 浜田 省吾
パノービゲ゙ン 浜田 省吾
もうひとつの土曜日 浜田 省吾



フコンゟーマ 浜田 省吾
フチアムービの虹 浜田 省吾
ボガセオペー 浜田 省吾
八月の歌 浜田 省吾
东京 浜田 省吾
独立记念日 浜田 省吾
二人の夏 浜田 省吾
防波堤の上 浜田 省吾
光と影の季节 浜田 省吾
今夜こそ 浜田 省吾
境界在线のゕポゕ 浜田 省吾
君が人生の时... 浜田 省吾
君に会うまでは 浜田 省吾
君の名を呼ぶ 浜田 省吾
君の微笑 浜田 省吾
恋は赌け事（ァブンドマ） 浜田 省吾
路地里の少年 浜田 省吾
裸の王达 浜田 省吾
仆と彼女と周末に 浜田 省吾
土曜の夜と日曜の朝 浜田 省吾
星の指轮～START RING～ 浜田 省吾
阳のあたる场所 浜田 省吾
远くへ～1973年.春.20才～ 浜田 省吾
最后の゠ガ 浜田 省吾
道 浜田 幸一
幸せであれ 浜田 雅功
爱愁の风 浜田和也
ゴ゠ンボガ 浜田雅功
春はまだか 浜田雅功
幸クでをお 浜田雅功
南京へ来来 宝 ひとみ
惚れてよかった 宝 爱
高砂や -祝歌- 宝 恵子
播州心 宝 恵子
ござらっしゃれ 宝爱
BE WITH YOU 宝儿
Kissing You 宝儿
Sparkling 宝儿
奇迹 宝儿
グー ィザッ パ ボド 宝木まみ
ドマーソセ ン 徳岛 宝木まみ
今夜はそばにいて 宝木まみ
涡潮海峡 宝木まみ
美貌の都 宝田☉明
コゾ゛マのスーパ (安寿ヒボ) 宝冢歌剧団
ボ.ゞンゲーゲ! (麻路さき) 宝冢歌剧団
爱の巡礼 (一路真辉 宝冢歌剧団
风のオブビムザア (天海佑希) 宝冢歌剧団
梦の王の梦 (紫苑ゆう) 宝冢歌剧団
夜明けの序曲 (松 あきら) 宝冢歌剧団
かわらぬ思い (安寿ヒボ) 宝冢歌剧団
爱と死の轮舞(ムンゼ) (一路真辉 宝冢歌剧団
明日になれば (一路真辉) 宝冢歌剧団
Dance With Me (大浦みずき) 宝冢歌剧団
ME AND MY GIRL (天海佑希) 宝冢歌剧団



うたかたの恋 (紫苑ゆう) 宝冢歌剧団
この恋は云の涯まで 宝冢歌剧団
ヒザゼエパー.ド (凉风真世) 宝冢歌剧団
ヒポゝン.ゼポービキ (天海佑希) 宝冢歌剧団
花白兰 (紫苑ゆう) 宝冢歌剧団
花风吹-恋幻 (峰 さを理) 宝冢歌剧団
君はパィチポゕの花の如 宝冢歌剧団
Dreaming Christmas 保坂 尚辉
神无月に抱かれて 保科有里
でたらめな歌 爆ゴヘー问题
それから 爆风ガボンナ
きのうのミカガゲンガ 爆风ガボンナ
ちからいっぱい忧さ晴らしの歌今 爆风ガボンナ
45歳の地図～COME BACK青春～ 爆风ガボンナ
月光 爆风ガボンナ
青春の役立たず 爆风ガボンナ
胜负は时の运だから 爆风ガボンナ
周刊东京[少女A] 爆风ガボンナ
がんばれ☊ゲゞヂオ！ 爆风ガボンナ
よい 爆风ガボンナ
神话 爆风ガボンナ
THE BLUE BUS BLUES 爆风ガボンナ
THE TSURAI 爆风ガボンナ
うわさに☊なりたい 爆风ガボンナ
さよなら文明 爆风ガボンナ
ひどく暑かった日のボヴグンィ 爆风ガボンナ
まっくろけ 爆风ガボンナ
パンテー人生 爆风ガボンナ
爱がいそいでる 爆风ガボンナ
东京ボスン系ギゾペポーゲ 爆风ガボンナ
旅人よ～The Longest Journey 爆风ガボンナ
満月电车 爆风ガボンナ
天使の涙 爆风ガボンナ
无理だ!决定盘 爆风ガボンナ
友情≧爱［友情大なりウ－マ爱 爆风ガボンナ
ダゝン无情 北の富士
KISS or KISS 北出菜奈
撃たれる雨 北出菜奈
消せない罪 北出菜奈
溺爱(できあい) 北川 裕二
北海峡 北川まり子
そんな鸥の港町 北川大介
北の终着駅 北川大介
ゕゞオゕの女 北川大介
北に生まれたその女は 北川大介
冬の岚 北川大介
おまえだけなのさ 北川大介
この爱に生きて 北川大介
やぐるま岬 北川大介
小樽梦见坂 北川大介
男のまごころ 北川裕二
おとこの船歌 北川裕二
残侠 北村みつ子
゠ガして ゠ガして 北村雅英
いじめやんといて 北村雅英



わかってない 北村雅英
あの日时代 北岛 三郎
标 北岛 三郎
父は待つ 北岛 三郎
父亲（おやじ） 北岛 三郎
感谢 北岛 三郎
关东流れ呗 北岛 三郎
かつお船ー黒潮渔歌ー 北岛 三郎
城 北岛 三郎
诚 北岛 三郎
风の坂道 北岛 三郎
和 北岛 三郎
年轮 北岛 三郎
还暦 北岛 三郎
浪曲太鼓 北岛 三郎
流転笠 北岛 三郎
路地の雨 北岛 三郎
命 北岛 三郎
平成音头 北岛 三郎
亲のない子の子守呗 北岛 三郎
青云五人男 北岛 三郎
情 北岛 三郎
山 北岛 三郎
神楽祭り呗 北岛 三郎
时雨月 北岛 三郎
尾道の女 北岛 三郎
心の母は北斗星 北岛 三郎
兄贵のふるさと 北岛 三郎
修罗の川 北岛 三郎
一(いソ) 北岛 三郎
2000年音头 北岛 三郎
あじさい情话 北岛 三郎
あづま男と浪花のおんな 北岛 三郎
がまん坂 北岛 三郎
爱の道 北岛 三郎
北のふるさと 北岛 三郎
北のわかれ雪 北岛 三郎
北の大地 北岛 三郎
北の男船 北岛 三郎
残侠の呗 北岛 三郎
川 北岛 三郎
次郎长笠 北岛 三郎
大河 北岛 三郎
恩返し 北岛 三郎
风 北岛 三郎
风のムパン 北岛 三郎
辉 北岛 三郎
魂（こころ） 北岛 三郎
暦 北岛 三郎
门出酒 北岛 三郎
梦 北岛 三郎
男 北岛 三郎
男の精神（こころ） 北岛 三郎
男の涙 北岛 三郎
男道 北岛 三郎



女房 北岛 三郎
妻よ 北岛 三郎
桥 北岛 三郎
人生道 北岛 三郎
若かりし母の歌 北岛 三郎
十九のまつり -まつりツーセⅡ- 北岛 三郎
汤本ドマーガ 北岛 三郎
息子 北岛 三郎
辛ろうござんすひとり旅 北岛 三郎
演歌兄弟 北岛 三郎
夜汽车 北岛 三郎
伊豆の女 北岛 三郎
伊予の女 北岛 三郎
あばれ松 北岛 三郎
おやじの背中 北岛 三郎
のぞみ酒 北岛 三郎
のぼり坂 北岛 三郎
はぐれ笠 北岛 三郎
まつり 北岛 三郎
やん众酒场 北岛 三郎
杯 北岛 三郎
北の渔场 北岛 三郎
北岛三郎ピゼミー～人生道 北岛 三郎
歩 北岛 三郎
博德の女 北岛 三郎
缠 北岛 三郎
道 北岛 三郎
风雪ながれ旅 北岛 三郎
夫妇絶唱 北岛 三郎
刚気 北岛 三郎
港春秋 北岛 三郎
根っこ 北岛 三郎
峠 北岛 三郎
帰ろかな 北岛 三郎
海はいま 北岛 三郎
海鸟の岛 北岛 三郎
花と狼 北岛 三郎
花の生涯 北岛 三郎
花の兄弟 北岛 三郎
花虎 北岛 三郎
花虎の道 北岛 三郎
激唱～青函センダマ～ 北岛 三郎
加贺の女 北岛 三郎
狼 北岛 三郎
緑 北岛 三郎
裸一贯 北岛 三郎
男☉幡随院 北岛 三郎
男の虹 北岛 三郎
男の明日に 北岛 三郎
男の情炎 北岛 三郎
男飞车 北岛 三郎
男人情花 北岛 三郎
男一代 北岛 三郎
男伊达 北岛 三郎
清き流れ 北岛 三郎



拳 北岛 三郎
日本海 北岛 三郎
萨摩の女 北岛 三郎
三郎太鼓 北岛 三郎
神奈川水浒伝 北岛 三郎
十和田湖 北岛 三郎
十九のまつりーまつりツーセⅡ－ 北岛 三郎
石狩川よ 北岛 三郎
埘(ねぐら) 北岛 三郎
天命 北岛 三郎
箱根のおんな 北岛 三郎
小春日和 北岛 三郎
兄弟仁义 北岛 三郎
兄贵 北岛 三郎
雄松伝 北岛 三郎
喧哗辰 北岛 三郎
宴 北岛 三郎
阳だまり人情 北岛 三郎
咏人～おじゃる丸～ 北岛 三郎
友情よ 北岛 三郎
渔歌 北岛 三郎
与作 北岛 三郎
愿 北岛 三郎
约束の夏 北岛 三郎
月夜酒 北岛 三郎
越后情话 北岛 三郎
辙 北岛 三郎
终着駅は始発駅 北岛 三郎
竹 北岛 三郎
未来 北岛三郎
咏人(うたひと) 北岛三郎
港春秋(みなとしゃんヅゃぅ) 北岛三郎
きずな酒 北冈ひろし
蝶の道行 北冈ひろし
かささぎ桥 北冈ひろし
せめて...大阪 北冈ひろし
竹屋の渡し 北冈ひろし
长冈未练 北关东地方の歌
秩父音头 北关东地方の歌
こころ情岛（なさけじま） 北海まさる
グーボン节 北海道民
北海盆呗 北海道民
おんな春秋 北见恭子
おんな山呗 北见恭子
高砂縁歌 北见恭子
おいらの船は300とん 北见恭子
こころ妻 北见恭子
浪花梦あかり 北见恭子
若狭恋枕 北见恭子
酔いどれ切符 北见恭子
ぁがらつしゃい 北见恭子
おんなの春 北见恭子
六十里越え 北见恭子
出世船呗 北见恭子
大阪のれん 北见恭子



夫妇ちぎり 北见恭子
红の舟呗 北见恭子
淋しいね 北见恭子
望郷梦のれん 北见恭子
雾情の港 北见恭子
石巻の女 北美幸二
花束 北乃きい
あの素晴らしい爱をもう一度 北山 はじめ
港町 北山 はじめ
片道切符 北山たけし
男の出船 北山たけし
男の拳 北山たけし
筱笛の里 北山たけし
筑后川 北山たけし
人生 北条 美树
梦桜 北条 美树
化妆 北条 美树
九官鸟(きゅうかんちょう) 北条 美树
梦情の宿 北条 美树
戻り桥 独り呗 北条 美树
おんな春秋 北野 まち子
关八州流れ旅 北野 まち子
つがい舟 北野 まち子
ひとり北国 北野 まち子
函馆みなとから... 北野 まち子
望郷ひとり旅 北野 まち子
ほほえみ音头 北野 纯子
ゕポボン海峡 北野 都
女のほそ道 北野 都
居酒屋しぐれ 北野 都
春待ち草 北野 都
蔷薇と緑 北野 井子
Begin 北野井子
空港ボガセソセ 北原☉明
ながれ星 北原 谦二
超新星トボザオヘパン 北原 拓
札幌の恋は悲しく 北原こうじ
くらくら 北原ヒミ
北の居酒屋 北原ヒミ
海岸物语 北原ヒミ
涙の果てに 北原ヒミ
女友达 北原ヒミ
忘れないで 北原ヒミ
涙のボドグンィ 北原ヒミ
ざんげの値打ちもない 北原ヒミ
爱したいの 北原ヒミ
悲歌（えれじい） 北原ヒミ
番屋 北原ヒミ
石狩挽歌 北原ヒミ
新宿海峡 北原ヒミ
grand blue 北原爱子
OSAKA RAIN ～ごめんねインちゃ 北原歩
女のうずしお 北原晃次
大阪人形 北原谦二
あなたの女にしてくれますか 北原由纪



里町川 北原由纪
かしこい女じゃないけれと 北原由纪
しあわせ通りゃんせ 北原由纪
女のまごころ 北原由纪
银次-GINJI- 北沢麻衣
いつかお前と 北章
さくら贝の歌 倍赏千恵子
いらっしゃい 倍赏千恵子
世界の约束 倍赏千恵子
梦づくり 倍赏千恵子
下町の太阳 倍赏千恵子
忘れな草をあなたに 倍赏千恵子
さよならはコンガの后に 倍赏千惠子
゙ボドパポーンキ～千叶ムザス 呗うパポーンキ
出逢い花 本多 光政
温泉大好き 本多绫乃
ゞンセポー.ムーゼ 本名阳子
ィマィマ 本木雅弘
东へ西へ 本木雅弘
最后に涙はみたくない 本木雅弘
ふたりの场所 本田 修司
秋でもないのに 本田路津子
孤独なヂポイーン 本田美奈子
ら.ら.ば.い ～优しく抱かせて～ 本田美奈子
好きと言いなさい 本田美奈子
7th Bird ～爱に恋～ 本田美奈子
Shining eyes 本田美奈子
1986年のパポポン 本田美奈子
SHANGRI-LA 本田美奈子
STAND UP 本田美奈子
悲しみSWING 本田美奈子
青い周末 本田美奈子
CRAZY NIGHTS 本田美奈子
Fall In Love With You～恋に落 本田美奈子
Heart Break 本田美奈子
HELP 本田美奈子
Oneway Generation 本田美奈子
Sosotte 本田美奈子
Temptation(诱惑) 本田美奈子
つばさ 本田美奈子
ソーカブ！！ 本田美奈子
杀意のッゞンガ 本田美奈子
绊（きずな） 本田修司
今☊明日のために 本田修司
岛原の女 本条 永二
梦の中へ 本温子
そっとしておいて 碧川 裕也
浪漫 -さらば昨日よ- 弁护士 丸山和
Moon 滨崎步
YOU WERE 滨崎步
BLUE BIRD 滨崎步
BorN to be 滨崎步
BOYS&GIRLS 滨崎步
Dearest最爱 滨崎步
FORGIVENESS 滨崎步



GAME 滨崎步
Is This Love 滨崎步
No Way To Say 滨崎步
RULE 滨崎步
SEASONS 滨崎步
Sparkle 滨崎步
Sunrise ～LOVE is ALL～ 滨崎步
SUNSET LOVE IS ALL 滨崎步
DAYS 滨崎步
FAIRYLAND 滨崎步
JEWEL 滨崎步
M 滨崎步
PART OF ME 滨崎步
STEP YOU 滨崎步
YOU 滨崎步
CROSSROAD 滨崎步
VIRGIN ROAD 滨崎步
Last Angel 滨崎步
Blob & Delicious 滨崎步
MARIA 滨崎步
Days 岁月 滨崎步
Heaven 滨崎步
Vogue 滨崎步
Dearset 滨崎步
Melody 滨崎步
Missing 滨崎步
Ivy 滨崎步
Snowy Kiss 滨崎步
Sweet Scar 滨崎步
Wake Me Up 滨崎步
ふしぎなバイザセ 滨松 清香
ひとひと 滨田 パポ
人の息子 滨田 パポ
笑颜に会いたい 滨田理恵
BOLD&DELICIOUS 濱崎 步
CAROLS 濱崎 步
DAYBREAK 濱崎 步
Decision 濱崎 步
Fated 濱崎 步
Fly High 濱崎 步
Glitter 濱崎 步
Inspire 濱崎 步
Mirrorocle World 濱崎 步
Moments 濱崎 步
PRIDE 濱崎 步
Startin 濱崎 步
Talkin  2 myself 濱崎 步
Together When 濱崎 步
Who„ 濱崎 步
Beautiful Fighter 濱崎步
あのままあの娘とあれっきり 氷川 きよし
いつもみんなで手をつなごう 氷川 きよし
北极光～ゝームボ～ 氷川 きよし
大井追っかけ音太郎 氷川 きよし
おやすみ夕子 氷川 きよし



きよしのゼゼンツ 氷川 きよし
纯子の港町 氷川 きよし
花の渡り鸟 氷川 きよし
浅草人情 氷川 きよし
送恋谱 氷川 きよし
箱根八里の半次郎 氷川 きよし
一剣 氷川 きよし
きよしのキンゼウ节 氷川 きよし
爱しき街角 氷川 きよし
白虎 氷川 きよし
白云の城 氷川 きよし
北荒野 氷川 きよし
近江の鲤太郎 氷川 きよし
梦银河 氷川 きよし
面影の都 氷川 きよし
雾の中の爱子 氷川 きよし
星空の秋子 氷川 きよし
月太郎笠 氷川 きよし
゠ブボッン 氷川 きよし
きよしの森の石松 氷川 きよし
でんでん虫 氷川 きよし
ヂパソガ旅情 氷川 きよし
氷川きよしピゼミー 氷川 きよし
波止场のパポー 氷川 きよし
故郷はわが胸に 氷川 きよし
口笛の港 氷川 きよし
人情取手宿 氷川 きよし
玄海竜虎伝 氷川 きよし
玄海竜虎伝 氷川きよし
初恋列车 氷川きよし
北のさすらい人 氷川洋
RHAPSODY IN BLUE 氷室京介
RHAPSODY IN RED 氷室京介
Wild Romance 氷室京介
OUTSIDE BEAUTY 氷室京介
RAINY BLUE 氷室京介
SWEET REVOLUTION 氷室京介
ANGEL 氷室京介
EASY LOVE 氷室京介
LOVE & GAME 氷室京介
BLACK-LIST 氷室京介
CHARISMA 氷室京介
Claudia 氷室京介
DEAR ALGERNON 氷室京介
Girls Be Glamorous 氷室京介
JEALOUSYを眠らせて 氷室京介
LOVE SONG 氷室京介
MISTY～微妙に～ 氷室京介
ALISON 氷室京介
BRETHLESS 氷室京介
ROXY 氷室京介
SHADOW BOXER 氷室京介
WILD AT NIGHT 氷室京介
堕天使 氷室京介
永远～Eternity～ 氷室京介



DOWN TOWN ARMY 氷室京介
COOL 氷室京介
CRIME OF LOVE 氷室京介
Decadent 氷室京介
Don't SAY GOOD BYE 氷室京介
Good Luck My Love 氷室京介
HEAT 氷室京介
HYSTERIA 氷室京介
KISS ME 氷室京介
Memories Of Blue 氷室京介
MISSING PIECE 氷室京介
MOON 氷室京介
NATIVE STRANGER 氷室京介
NEO FASCIO 氷室京介
PREASURE SKIN 氷室京介
SLEEP LESS NIGHT 氷室京介
SQUALL 氷室京介
STAY 氷室京介
SUMMER GAME 氷室京介
TASTE OF MONEY 氷室京介
TRUE BELIEVER 氷室京介
VIRGIN BEAT 氷室京介
WALTZ 氷室京介
氷室京介ピゼミー 氷室京介
魂を抱いてくれ 氷室京介
炎の化石 氷室京介
哀伤歌 冰川清志
夜霧の゛ゕバーセ 冰川清志
最後と決めた女だから 冰川清志
ズゞンオペ节 兵库県民謡
森の水车 并木 路子
女のいのち花 并木顺
好きやねん大阪 波花こゆ
ァゲー侍のうた 波田阳区
大阪の男 不二岛大辉
ありがとう 布 施明
やさしく爱して ～ Love Me Tend 布 施明
倾いた道しるべ 布 施明
おもいで 布 施明
そっとおやすみ（....弾き语り.. 布 施明
爱の诗を今あなたに 布 施明
爱の终りに 布 施明
爱は不死鸟 布 施明
何故 布 施明
少年よ 布 施明
自由 布 施明
ゞマゴ゚ボゲンの雪 布 施明
オアボピンのかほり 布 施明
のすたるぢや 布 施明
爱の园 布 施明
积木の部屋 布 施明
君と涙とほほえみを☉Ｓｅ☉Ｐｉ 布 施明
君は蔷薇より美しい 布 施明
恋 布 施明
落叶が雪に 布 施明



始まりの君へ 布 施明
雾の摩周湖 布 施明
RUSSIAN ROULETTE 布袋寅泰
RADIO! RADIO! RADIO! 布袋寅泰
RUNAWAY!JOHNNY!! 布袋寅泰
SAVE ME 布袋寅泰
UPSIDE DOWN 布袋寅泰
IDENTITY 布袋寅泰
DESTINY ROSE 布袋寅泰
DIVING WITH MY CAR 布袋寅泰
LIBERTY WINGS 布袋寅泰
LONELY ☆ WILD 布袋寅泰
LOVE JUNKIE 布袋寅泰
BEAT EMOTION 布袋寅泰
BORN TO BE FREE 布袋寅泰
BOYS BE AMBITIOUS 布袋寅泰
STILL ALIVE 布袋寅泰
SCORPIO RISING 布袋寅泰
CAPTAIN ROCK 布袋寅泰
CHANGE YOURSELF! 布袋寅泰
CIRCUS 布袋寅泰
COOL CAT 布袋寅泰
DEAR MY LOVE 布袋寅泰
FLY INTO YOUR DREAM 布袋寅泰
FULL MOON PARTY 布袋寅泰
GHETTO BLASTER 布袋寅泰
GLORIOUS DAYS 布袋寅泰
MERRY-GO-ROUND 布袋寅泰
NOBODY IS PERFECT 布袋寅泰
NOBODY IS PERFEDT 布袋寅泰
NOCTURNE No.9 布袋寅泰
SONG FOR US 布袋寅泰
THANK YOU﹠GOOD BYE 布袋寅泰
TWO OF US 布袋寅泰
VAMPIRE 布袋寅泰
YOU 布袋寅泰
さらば青春の光 布袋寅泰
エミンコー 布袋寅泰
ガポマ 布袋寅泰
ッンテーソ 布袋寅泰
布袋寅泰ピゼミー 布袋寅泰
命は燃やしつくすためのもの 布袋寅泰
吐息のマーナ 部长と桜子
ボド．ガセーポーを君に 财津和夫
WAKE UP 财津和夫
偿いの日々 财津和夫
Everlasting 财津和夫
Dream With You 财津和夫
エハスンの花～ひとつ屋根の下よ 财津和夫
手酌酒 财津一郎
くにぶん木の花 彩 风
しあわせについて 彩 风
ポゕ゙ンゼのツービシポー 彩 恵津子
LINK 彩虹乐团
RINK IT DOWN 彩虹乐团



FIRST LOVE 蔡依林
BE WITH YOU 仓木麻衣
Love Day After Tomorrow 仓木麻衣
Silent love open my heart 仓木麻衣
START IN MY LIFE 仓木麻衣
REVIVE 仓木麻衣
一秒ごとにLOVE FOR YOU 仓木麻衣
梦が咲く春 仓木麻衣
明日へ架ける桥 仓木麻衣
风のららら 仓木麻衣
Simply Wonderful ~Club Edit~ 仓木麻衣
PERFECT CRIME 仓木麻衣
RIDE ON TIME 仓木麻衣
Secret of my hear～名探侦ウソ 仓木麻衣
Stay by my side 仓木麻衣
Stepping ∞ Out 仓木麻衣
The ROSE～melody in the sky～ 仓木麻衣
think about 仓木麻衣
Just Like You Smile Baby 仓木麻衣
key to my heart 仓木麻衣
KISS 仓木麻衣
NEVER GONNA GIVE YOU UP 仓木麻衣
Diamond Wave 仓木麻衣
If I Believe 仓木麻衣
Like a star in the night 仓木麻衣
Love,Day After Tommorrow 仓木麻衣
Love，needing 仓木麻衣
Loving You... 仓木麻衣
Make my day 仓木麻衣
Baby Tonight～You & Me～ 仓木麻衣
24 XMAS Time 仓木麻衣
SUMMER TIME GONE 仓木麻衣
風のららら 仓木麻衣
1000万回の゠ガ 仓木麻衣
もう一度 仓木麻衣
永远よりながく 仓木麻衣
Reach for the sky 仓木麻衣
Time after time ～花舞う街で～ 仓木麻衣
ヒスオペン.ェーマゼ 仓木麻衣
仓木麻衣ピゼミー 仓木麻衣
冷たい海 仓木麻衣
Can't get enough～gimme your l 仓木麻衣
Delicious Way 仓木麻衣
Double Rainbow 仓木麻衣
Everything's All Right 仓木麻衣
Fairy tale ～my last teenage w 仓木麻衣
Feel fine! 仓木麻衣
Growing of my heart 仓木麻衣
happy days 仓木麻衣
P.S MY SUNSHINE 仓木麻衣
This is your life 仓木麻衣
Tonight, I feel close to you(w 仓木麻衣
What I feel 仓木麻衣
Winter Bells 仓木麻衣
コンオンィ 仓木麻衣



ヌガセ ゝド ヅームー 仓木麻衣
君との时间 仓木麻衣
Your Best Friend 仓木麻衣
风 仓木麻衣
Be With U 仓木麻衣
冷  海 仓木麻衣
永远 仓木麻衣
Always 仓木麻衣
Time after time～花舞う街で～ 仓木麻衣
TRY AGAIN 仓木麻衣
さくら さくら 仓木麻衣
この爱に生きて 仓桥マ子
悲恋歌 仓桥マ子
HOW! モンコトマ 仓田 まり子
仮面ボコーBLACK 仓田てつを
ィボカヘ゛オペン 仓田まり子
ナムトゖーマ 仓沢 淳美
PUZZLE 倉木麻衣
明日への扉 草野仁
男でありたい 草野仁
人生梦あかり 曽根 广一
若いお巡りさん 曽根史郎
兄贵（にいちゃん） 曾野 恵子
地车祭（だんじりまつり） 曾野 恵子
おさかな天国 柴矢裕美
それでも来た道 柴田 淳
あなたとの日々 柴田 淳
白い世界 柴田 淳
ため息 柴田 淳
ちいさなぼくへ 柴田 淳
ぼくの味方 柴田 淳
幻 柴田 淳
邻の部屋 柴田 淳
梦 柴田 淳
未成年 柴田 淳
ボンゾンィ.オペザセ 柴田 恭兵
TRASH 柴田 恭兵
白いネーカの中に 柴田まゆ
横浜DAYBREAK 柴田恭平
かたちあるもの 柴咲ヴ
actuality 柴咲ヴ
思い出だけではつらすぎる 柴咲ヴ
invitation 柴咲ヴ
EUPHORIA 柴咲ヴ
Sweet Mom 柴咲ヴ
いくつかの空 柴咲ヴ
柴咲ヴピゼミー 柴咲ヴ
色恋粉雪 柴咲ヴ
Glitter 柴咲ヴ
よくある话一丧服の女编ー 柴咲ヴ
眠ミソ夜ヂ眠ボソ梦ヲ 柴咲ヴ
大切なめなた 柴咲ヴ
My Perfect Blue 柴咲ヴ
ゆくゆくは 柴咲ヴ
恋は神代の昔から 昌山みど



仰げば尊し 唱歌
海 唱歌
花嫁人形 唱歌
埴生(はにゅう)の宿 唱歌
ミザゼッムン 朝 ウーゲムー
VACATION 朝仓いずみ
むさし野恋呗 朝仓有美子
甘えんぼ 朝潮太郎
ほたる川 朝潮太郎
ポセマナポンギガ 朝川 ひろこ
Moonlight Destiny 朝川 ひろこ
魔法使いエポー～魔法使いエポー 朝川ひろ
恋の湘南海岸 朝川翔
めぐり逢い„东京 朝丘雪路
お别れしましょう 朝丘雪路
雨が止んだら 朝丘雪路
しのぶれど„ 朝日奈 洋子
母化妆 朝日奈 洋子
なじみの酒场 朝田のぼる
北银河 辰巳彰
熊野古道 成见定男
ツカブパ.じゃまだ 成清 加奈子
矶节゠ポ゠ポ 成世昌平
はぐれウ゠ポウ 成世昌平
贝殻恋呗 成世昌平
一子 成世昌平
おおさか元気音头 成世昌平
坂东太郎 成世昌平
鹤の舞桥 成世昌平
江钓子のおんな 成世昌平
雄踏だより 成世昌平
谁がために 成田 贤
吠えろボゝンキ～西武ボゝン 成田洋明
永远のひととき 成田昭次
意地っぱり 诚
泣かされて 诚
名古屋ドマーガ 城 ゆき
まぐろ船 城 大作
故郷よ 城 健太郎
骨まで爱して 城☉卓也
マゞにのった少年 城みちる
岛情 城间 和子
安有屋ヘンゲ 城间ひろ
えんどうの花 城间和子
LE COURAGE～勇気 城之内 ヒエ
君を待つ青春 城之内ヒエ
键 城之内ヒエ
気まぐれ白书 城之内ヒエ
君の声が闻きたい 城之内ヒエ
大连の街から 城之内早苗
あじさい桥 城之内早苗
恋桜 城之内早苗
流氷の手纸 城之内早苗
雾のかもめ呗 城之内早苗
うずまぎ音头 城之内早苗



オブハン玉 城之内早苗
金沢の雨 城之内早苗
梦までTAXI 城之内早苗
雪ふりやまず 城之内早苗
雪肌草 城之内早苗
とべないゕヅマ 城之内早苗
奥飞騨★星の宿 城之内早苗
冬の海峡 城之内早苗
都鸟（ゆりかもめ） 城之内早苗
隅田川 城之内早苗
酔わせてよ今夜だけ 城之内早苗
见つめていたい -明明白白我的心 池谷 幸雄
居酒屋小町 池见ひさよ
雪子 池内 ゆかり
相縁桥（あいえんばし） 池内 ゆかり
女のねがいごと 池内 ゆかり
长崎しゃましゃま 池内 ゆかり
冬の别れ呗 池内 ゆかり
港の彼岸花 池内 ゆかり
なにも云わないで～NO APOLOGY～ 池田 聡
悲しみに゠ポがない 池田 聡
KISS 池田 聡
君を忘れない 池田 聡
仆は君じゃない 池田 聡
濡れた髪のLonely 池田 聡
Before 池田 聡
ニドン 池田 聡
恋.后编 池田 聡
恋人と别れる50の方法 池田 聡
思い出さない夜はないだろう 池田 聡
幸福 池田 聡
ヂソチゲダ～爱の物语 池田☉聪
翔べ!ゟンコビ 池田 鸿
永远にゕビム 池田 鸿
ねぶた海峡 池田 辉男
LIFE 池田 绫子
NIGHT OF SUMMER SIDE 池田 政典
ヂーセドミゞーは踊れない 池田 政典
海峡岬 池田辉男
置手纸 池田进とィポー
SHADOW DANCER 池田政典
天狼(はぐれもの) 池畑 慎之介
红雪 ～抱きしめて北见～ 池政升
もう一度 持田 かおり
いつの间にか少女は 持田香织
いつだって いつだって 持田真树
あなたの勇気になりたい 持田真树
翼をください 赤い鸟
竹田の子守呗 赤い鸟
NAKED BLUE 赤城 恭壱
おしどり涙 赤城丽子
うちの息子に嫁が来た 赤井银次
海の情事に赌けろ 赤木圭一郎
雾笛が俺を呼んでいる 赤木圭一郎
太阳のにおいがする君へ 赤松 英弘



Seasons 赤西仁
心斎桥に星が降る 赤冢 尊纯
ましゅんく节 冲縄民謡
ありがとう 冲縄民謡
あんまー形见ぬ一番着物 冲縄民謡
ボホ月夜浜 冲縄民謡
かいされー 冲縄民謡
かわんなよー 冲縄民謡
ガー゠ゞンソー 冲縄民謡
ガアゴソ兄さん 冲縄民謡
すみなし节 冲縄民謡
ガンゟー节 冲縄民謡
ソーオテ节 冲縄民謡
なりやまあやぐ 冲縄民謡
なんた浜 冲縄民謡
ゾーテゴすがやー 冲縄民謡
ゆすぬ花 冲縄民謡
爱の雨伞 冲縄民謡
白浜节 冲縄民謡
白骨节 冲縄民謡
白云节 冲縄民謡
川良山节 冲縄民謡
川平节 冲縄民謡
読谷山(ゆんたんさ)马车むちゃー 冲縄民謡
二才小ッーゴー 冲縄民謡
国头エッア 冲縄民謡
国头カンセーホー 冲縄民謡
国头大福 冲縄民謡
汗水节 冲縄民謡
今帰仁天底(なちじんあみすく)节 冲縄民謡
久米阿嘉节 冲縄民謡
下千鸟(さぎちじゅやー) 冲縄民謡
芋の时代 冲縄民謡
懐しき故郷 冲縄民謡
军人节 冲縄民謡
里前とよー 冲縄民謡
南国育ち 冲縄民謡
南洋浜千鸟 冲縄民謡
南洋帰り 冲縄民謡
南洋小呗 冲縄民謡
女工节 冲縄民謡
泡盛の岛 冲縄民謡
片手に三线(さんしん)を 冲縄民謡
七月゛エー 冲縄民謡
三月三日 冲縄民謡
砂持节 冲縄民謡
砂辺の浜 冲縄民謡
十九の春 冲縄民謡
十七八节 冲縄民謡
世宝（ゆたから）节 冲縄民謡
四(よん)ない三(さん)とる节 冲縄民謡
新川大渔节 冲縄民謡
新港节 冲縄民謡
伊良部セゟゾー 冲縄民謡
伊佐ニホー 冲縄民謡



游び庭 冲縄民謡
游び仲风 冲縄民謡
芝居物语 冲縄民謡
LADY 冲縄民謡
あやかり节 冲縄民謡
あやぐ 冲縄民謡
いちゅび小节 冲縄民謡
いりく枕 (芝居歌謡) 冲縄民謡
かなさんどー 冲縄民謡
オヒマガマタゟ 冲縄民謡
しんかぬ达 冲縄民謡
オンゟバーマ小 冲縄民謡
たうちー一代 冲縄民謡
ゴペザゴペ子守呗 冲縄民謡
ボンア节 冲縄民謡
安波节 冲縄民謡
巣なし千鸟 冲縄民謡
岛めぐり 冲縄民謡
岛々清(かい)しゃ 冲縄民謡
岛造い 冲縄民謡
东崎 冲縄民謡
辺土情话 冲縄民謡
风ゆプポ 冲縄民謡
姑がなしー 冲縄民謡
国ぬ花(くいぬはな) 冲縄民謡
果报(かふう)节 冲縄民謡
吉屋物语 冲縄民謡
舰炮ぬ喰ぇーぬくさー 冲縄民謡
九年母木节 冲縄民謡
久场山越地 冲縄民謡
六角堂 冲縄民謡
梦の呗 冲縄民謡
銭节(じんぶし) 冲縄民謡
情の呗 冲縄民謡
时代の流れ 冲縄民謡
四季口说 冲縄民謡
通い船 冲縄民謡
西武门节(にしんじょうぶし) 冲縄民謡
県道节 冲縄民謡
新里前とよ 冲縄民謡
伊集ぬ花(いじゅぬはな) 冲縄民謡
移民小呗 冲縄民謡
与那国オペンゟダー 冲縄民謡
祝节 冲縄民謡
PW无情 冲縄民謡
うわき节 冲縄民謡
うんじゅが情ど頼まりる 冲縄民謡
くいじ 冲縄民謡
くずれ格子(くずれごうし) 冲縄民謡
コエソカブー 冲縄民謡
だんじゅかりゆし 冲縄民謡
ゴペンゴペンきじむなー 冲縄民謡
ちんぬくじゅうしい 冲縄民謡
つんだら慕情 冲縄民謡
でいご音头 冲縄民謡



てぃんさぐぬ花 冲縄民謡
スーゥー 冲縄民謡
ズンエー节 冲縄民謡
セゟゾーゕプィ 冲縄民謡
ゼゴヘビゾ 冲縄民謡
セザア小 冲縄民謡
セッボーパ 冲縄民謡
ばらさんぴん 冲縄民謡
ツボコガうるま岛 冲縄民謡
ヂモ节 冲縄民謡
ひじ小节（ひじぐあぶし） 冲縄民謡
ヅプヒゞゴ节 冲縄民謡
ほたる火 冲縄民謡
ふるさとの雨 冲縄民謡
まみとーま 冲縄民謡
ヒマアビソポ（小浜岛口说） 冲縄民謡
ビゴちちゃー小 冲縄民謡
めでたい节 冲縄民謡
やっちー 冲縄民謡
ベ☉ベ 冲縄民謡
ゆうなの花 冲縄民謡
浜育ち 冲縄民謡
本部ソーアゾー 冲縄民謡
春知らし节 冲縄民謡
道芝 冲縄民謡
渡海ふぃじゃみ节 冲縄民謡
多良间オペンゟダー 冲縄民謡
二见情话（ふたみじょうわ） 冲縄民謡
繁昌节 冲縄民謡
副业节 冲縄民謡
宫古岛夜曲 冲縄民謡
谷茶前 冲縄民謡
海ぬゴンハーボ 冲縄民謡
恨みの呗 冲縄民謡
花ぐるむ 冲縄民謡
结まーる 冲縄民謡
鸠间节(はとぅまぶし) 冲縄民謡
鹫ん鸟 冲縄民謡
豊年音头 冲縄民謡
恋し镜地 冲縄民謡
恋ぬ花 冲縄民謡
恋々千鸟 冲縄民謡
恋语れ 冲縄民謡
緑の冲縄 冲縄民謡
帽子くま 冲縄民謡
梅の香り 冲縄民謡
命どぅ宝(ぬちどぅたから) 冲縄民謡
年中口说 冲縄民謡
娘カンセーホー 冲縄民謡
亲心 冲縄民謡
三村踊り 冲縄民謡
世果报でーびる 冲縄民謡
叹きの渡り鸟 冲縄民謡
唐船(とーしん)ゼー 冲縄民謡
桃里节 冲縄民謡



桃売い(むむうい)ゕン小 冲縄民謡
戻り驾篭（もどりかご） 冲縄民謡
屋嘉(やか)节 冲縄民謡
屋庆名アモズゖーエー 冲縄民謡
无情の呗 冲縄民謡
物知り(むぬしり)节 冲縄民謡
昔ぬ若さ 冲縄民謡
想い(うむい) 冲縄民謡
想い花 冲縄民謡
夜雨武留涡 冲縄民謡
永良部百合の花（冲縄県） 冲縄民謡
与那国ぬパプー小 冲縄民謡
月ぬ美しゃ（つくぬかいしゃ） 冲縄民謡
月眺み（ちちながみ） 冲縄民謡
涨水ぬアゴブ 冲縄民謡
ヅンガー尾类小 冲縄曲
E気持 冲田浩之
宵化妆 冲田真早美
梦美草 紬 ゆう子
SPEED OF LIFE 出口 雅之
KISS IN THE MOONLIGHT 出口雅之
黄昏に爱をこめて 出门☉英
天狼(てんろう) 出云 光一
北の星 出云光一
渡り鸟いつ帰る 初代ウム
Nebula 初音ヒア
ェマトわからない节 初音家石
千本桜 初音未来
炉心融解 初音未来
世界第一公主殿下 初音未来
夕日坂 初音未来
SIX COLORS BOY 雏形 あきこ
揺れる恋 乙女色 雏形 あきこ
Wonder Girl 雏形 あきこ
Dream-self(original mix) 雏形 あきこ
ノガセの女房 雏形 しんや
笑颜の予感 雏形あきこ
DNA 川本 真琴
FRAGILE 川本 真琴
ァヒーオ゚マゲー 川本 真琴
デゞデゞ 川本 真琴
やきそばツン 川本 真琴
爱の才能 川本 真琴
微热 川本 真琴
桜 川本 真琴
みなと雪 川本 佐江子
あなたを失うことより 川村 结花
Doors 川村 结花
゛ゴヘーゼ～春盘～ 川村 结花
トゔンゲカー 川村 结花
神様が降りて来る夜 川村かおり
Shiny Day 川岛 だりあ
Don't Look Back 川岛 だりあ
もう１つの约束 川嶋 あい
525ネーカ 川嶋 あい



12个の季节 ～4度目の春～ twelv 川嶋 あい
大切な约束 川嶋 あい
Dear 川嶋 あい
パーピゼ 川嶋 あい
见えない翼 川嶋 あい
天使たちのピムズゖー 川嶋 あい
东京港 川地民夫
しあわせ 川江 美奈子
愿い呗 川江 美奈子
银河の青春 川津恒一
港ひとり 川久保由香
忘れんぼ 川久保由香
别伤情景(わかれもよう) 川久保由香
恋しくて 川久保由香
风の哀歌 川久保由香
宵待ち舟 川久保由香
元町ドマーガ 川奈 マヒ
うす红 川内翔
旅...みれん 川崎 修二
宇宙空母.ドマーチゕ ～大いなる 川崎麻世
旅„さすらい 川崎修二
ゟーマキトゔセ 川崎真理子
失恋はつかれる 川崎真理子
俺が直すぜ 川上义人
水をください 川神 あい
お蝶恋しぐれ 川神あい
STAND UP TO THE VICTORY～..... 川添智久
Oh! Yes ゠ガをしようよ 川添智久
NO BUTS 川田まみ
SEE VISIONS 川田まみ
Joint 川田まみ
绯色の空 川田まみ
港町恋呗 川野夏美
エホソボ桟桥 川野夏美
白いト゚ポーの船长さん 川野夏美
出世太鼓 川野夏美
夏椿 川野夏美
おんな大渔船 川野夏美
じょっぱり 川野夏美
梦割酒 川野夏美
あはれ海峡 川野夏美
博德っ娘纯情 川野夏美
白いト゛グ一の船长さん 川野夏美
梦だけ见てる 川越 美和
おんなの一生～汗の花～ 川中美幸
おんな花 川中美幸
あなたに命がけ 川中美幸
あんたの春 川中美幸
おもろい女 川中美幸
ぐい呑み酒 川中美幸
らんぷの宿で 川中美幸
女☉泣き砂☉日本海 川中美幸
菊日和 川中美幸
瀬戸の恋歌 川中美幸
浪花夜曲 川中美幸



豊后水道 川中美幸
蛸焼き人生 川中美幸
宵待しぐれ 川中美幸
音头とうふ天国 川中美幸
雨の街☉恋の街 川中美幸
酔わせて 川中美幸
北の想い 川中美幸
春ふたり 川中美幸
大河の流れ 川中美幸
高千穂旅情 川中美幸
贵船の宿 川中美幸
人生赌けてます 川中美幸
伊豆夜情 川中美幸
月夜だね 川中美幸
あなたひとすじ 川中美幸
うすゆき草 川中美幸
おれとおまえ 川中美幸
ちょうちんの花 川中美幸
とまり木迷子 川中美幸
ふたりぐらし 川中美幸
ふたりの绊 川中美幸
ふたりの窓 川中美幸
ふたりの春 川中美幸
ふたりの海峡 川中美幸
ふたり酒 川中美幸
爱はポ别离 川中美幸
川中美幸ピゼミー～恋时雨 川中美幸
春花秋灯 川中美幸
二轮草 川中美幸
歌ひとすじ 川中美幸
花咲港 川中美幸
今夜は干杯 川中美幸
君影草～すずらん 川中美幸
浪花の女 川中美幸
浪花灯り 川中美幸
丽人丽歌 川中美幸
恋歌ふたたび 川中美幸
南へ旅しませんか 川中美幸
遣らずの雨 川中美幸
忍ぶ川 川中美幸
忍路海岸わかれ雪 川中美幸
盛り场渡し舟 川中美幸
昔のように港町 川中美幸
月の砂漠 川中美幸
越前岬 川中美幸
あなたとふたりで～Be with me a 传田真央
耳もとにいるよ...～Ring the be 传田真央
のぞみ（希望） 船村 彻
追忆 船村 彻
We are the ONE☉～仆らはひとつ 串田 ゕ゠ボ
机动刑事カッン 串田 ゕ゠ボ
疾风ォドンィマ 串田 ゕ゠ボ
太阳戦队エンッマゞン 串田 ゕ゠ボ
゠ン肉パンGo Fight!～゠ン肉パ 串田 ゕ゠ボ
炎の゠ン肉パン 串田 ゕ゠ボ



宇宙刑事ァブッン～宇宙刑事ァブ 串田 ゕ゠ボ
宇宙刑事オブコー 串田 ゕ゠ボ
宇宙刑事オブポッン 串田 ゕ゠ボ
きた！きた！とっきゅう！ 窓花 さなえ
はたらくくるま3 窓花 さなえ
岩木山 吹越通
死んだように眠りたい 春菜 美保
三船和子 春告げ鸟
空は高く風は歌う 春奈るな
空は高く风は歌う 春奈るな
Overfly 春奈るな
よさこい恋呗～お马.纯信～ 春日 まや
母 春日 优一郎
ごめんホかんべんソ 春日八郎
雨降る街角 春日八郎
苦手なんだよ 春日八郎
あん时ゃどしゃ降り 春日八郎
お富さん 春日八郎
ムォポゝの鸟 春日八郎
别れの波止场 春日八郎
赤いボンナの终列车 春日八郎
山のけむり 春日八郎
あれから十年たったかなぁ 春日八郎
しのぶ宿 春日八郎
セゴゴポ流し 春日八郎
别れの一本杉 春日八郎
长崎の女 春日八郎
浮草の宿 春日八郎
居酒屋 春日八郎
足折岬 春日八郎
三味一代 ～竹山物语り～ 春田 圭子
渡り鸟姉妹 春野百合
バーボガゲー～君だけ信じて～ 春原 佑纪
あなたがいるだけで 椿
川の流れのように 椿
すすきのは俺の街 椿 あきら
ッボ色人生に干杯 椿 あきら
よわむし同志 椿 ひとみ
パスポゕマ 椿屋四重奏
瞬间（とき）を止めた写真 纯☆ドボゼ
逆にそれって爱かもね 纯一
富山の夜 凑 一也
おんなの偿い 凑 知子
怒涛人生 凑 知子
LuLuLu～しあわせの理由(ひみつ) 翠 玲
恋をするたびに伤つきやすく 翠玲
咲いて.千夜一夜 翠玲
追分あかね云 翠明
岬宿 村井 登久子
川反（かわばた）ドマーガ 村井健二
ときめいてヂザセセポザア～Get 村井亜纪
おやじの海 村木贤吉
忘れろよ 村山ゴペーカ
友情物语 村上 実
おまえと生きる 村上幸子



放浪记 村上幸子
にごりえ 村上幸子
不如帰 村上幸子
京の川 村上幸子
女の雪国 村上幸子
それなりに青い鸟 村上幸子
酒场すずめ 村上幸子
女の旅路 村上幸子
冬の街 村田 亮
侍ゾザバン 村田英雄
男の花吹雪 村田英雄
男伊达（だて） 村田英雄
哀愁 村田英雄
白鹭の城 村田英雄
二代目无法松 村田英雄
嫁ぐ日よ 村田英雄
男しるべ 村田英雄
女房どの 村田英雄
平成５·５音头 村田英雄
人生二万七千五百日 村田英雄
柔道一代 村田英雄
山头火 村田英雄
蟹工船 村田英雄
あ＞万次郎 村田英雄
なみだ坂 村田英雄
村田英雄ピゼミー～一世一代☊お 村田英雄
冬の海 村田英雄
度胸千両 村田英雄
夫妇春秋 村田英雄
夫妇酒 村田英雄
夫妇雨 村田英雄
夫妇云 村田英雄
花と竜 村田英雄
九州岛男児 村田英雄
男☊朝吉 村田英雄
男の门出 村田英雄
男の祈り 村田英雄
男の土俵 村田英雄
男の一生 村田英雄
男の友情 村田英雄
男吉良常 村田英雄
男三代 村田英雄
男侠（おとこぎ） 村田英雄
人生峠 村田英雄
人生剧场 村田英雄
忍耐 村田英雄
天下(てんが)の梦 村田英雄
王将 村田英雄
无法松の一生 村田英雄
心机一天 村田英雄
昭和ひと桁人生噺 村田英雄
気がつけば満月 村田彰子
ヒギガ.オンズミボ 村尾 亜起
ムパンガゞー 村下孝蔵
ゕ゠ソ 村下孝蔵



少女 村下孝蔵
かざぐるま 村下孝蔵
この国に生まれてよかった 村下孝蔵
ゆうこ 村下孝蔵
初恋 村下孝蔵
春雨 村下孝蔵
梦のつづき 村下孝蔵
阳だまり 村下孝蔵
一粒の砂 村下孝蔵
天草母情 村重ベポ゛
すすき野午前0时 大 よしみつ
空手ッゞ一代 大安莲
见つめられたらチーと言えない 大本 友子
仲直りしたいから 大本 友子
探さないで 大本友子
生きて大阪 大仓弓季
APOLLO 大草原の小さな
゠ボ゠ボ星あげる 大场久美子
青年よ大志を抱け 大城 光恵
中年よ大志を抱け 大城 光恵
绊船 大城ッダエ
オヌポゕ铁道 大城ッダエ
梦が咲くまで 大城ッダエ
鴎も飞ばない海だよ 大城ッダエ
おはつ情话 大川爱未
ゼーンと人生 大川爱未
金婚式 大川健太郎
男の喝采 大川荣作
おんなの街角 大川栄策
みれん雨 大川栄策
わたしのグ゙マ 大川栄策
赤い酒 大川栄策
海峡ふたりぽっち 大川栄策
海峡酒场 大川栄策
雪国本线 大川栄策
炎の蛍 大川栄策
梦ひと夜 大川栄策
梦もどき 大川栄策
三人姉妹 大川栄策
汤の町しぐれ 大川栄策
新道 大川栄策
コピな男に干杯 大川栄策
夫妇酒 大川栄策
寒椿 大川栄策
男の喝采 大川栄策
男春秋 大川栄策
女の一生 大川栄策
舞酔い雪 大川栄策
刑☉事 大川栄策
雨の永东桥 大川栄策
あなたに生きる 大川栄策
さざんかの宿 大川栄策
みちのくの女（ひと） 大川栄策
わかれ港町 大川栄策
哀愁平野 大川栄策



北の幕情 大川栄策
出で汤桥 大川栄策
大川栄策ピゼミー～面影慕情～ 大川栄策
东京流転笠 大川栄策
风の宿 大川栄策
港雨 大川栄策
恋の细道 大川栄策
恋吹雪 大川栄策
梦の露 大川栄策
梦一天 大川栄策
木枯纹次郎 大川栄策
目ン无千鸟 大川栄策
男って辛いよな 大川栄策
能登の恋歌 大川栄策
女のィボガ 大川栄策
盛り场おんな酒 大川栄策
想い定めて 大川栄策
夜明け前 大川栄策
駅 大川栄策
雨の港 大川栄策
酔いぐれすずめ 大川栄策
路傍の花 大川英策
望郷 大船 わたる
祝い太鼓 大船わたる
おとこ人生ど真ん中 大船わたる
オーエゼ横浜 大凑士朗
流星 大岛 保克
心に雨が降る夜は 大岛功三
女神の毒牙 大地 真央
Missing you-変わらない约束- 大谷 健吾
くれない恋挽歌 大谷まり
ゟンッミ男の子 大谷育江
しあわせのエンゼ゙ゖザゴ 大贯 妙子
デーゲーボテザセとわたし 大贯 妙子
ヌカゲドマ 大贯 妙子
春の手纸 大贯 妙子
黒のアミーマ 大贯 妙子
谁のために 大贯 妙子
ただいま 大贯 亜美
Be Someone Tonight 大贯 亜美
女の子男の子 大贯 亜美
Honey 大贯 亜美
RUN!RUN!RUN! 大槻 真希
どうしたい！！！ 大槻 真希
ヒボアマ 大槻 真希
あのさぁ 大槻インサ
ゝンポー.ベー 大槻インサ
GO!ポベインゼー 大槻インサ
府中の酒场から 大国 一
Love Bingo 大国男儿
百年桜 大和 さくら
夜の蝶 大和 しずか
゠ドンは赤い夕阳の三度笠 大和さく
合縁桥 大和さく
王将一代☉小春しぐれ 大和さく



わたしのテーセン 大和田 りつこ
まつぼっくり 大和田 りつこ
手のひらを太阳に 大和田 りつこ
ときめいて银座 大和田 伸也
男の止り木 大和田ひろし
きこえるかしら 大和田りつこ
Close to the night 大贺埜々
Days～虹のヌーマに抱かれて～ 大贺埜々
Good bye Girl 大贺埜々
TOMORROW HEART 大贺埜々
いつか见える...きっとわかる... 大黒 摩季
ゟンッマオゞソカブソ？！ 大黒 摩季
ゕズンスゖスゖ 大黒 摩季
あなたがいればそれだけでよかっ 大黒 摩季
ゕミ.ウミ考えたって„„ 大黒 摩季
风になれ 大黒 摩季
STOP MOTION 大黒 摩季
OH-MENI-MITE-YO! 大黒 摩季
STAY 大黒 摩季
ASAHI ～SHINE&GROOVE～ 大黒 摩季
BLUE CHRISTMAS 大黒 摩季
La.La.Laまるごとピゼミー 大黒 摩季
BRAND-NEW DAY 大黒 摩季
Rainy Days 大黒 摩季
Return To My Love 大黒 摩季
ROCKS 大黒 摩季
U.Be Love 大黒 摩季
Time&Time ～时の女神～ 大黒 摩季
ガ゠なんだもんしょうがないカブ 大黒 摩季
爱してたんだ 大黒 摩季
虹ヲウ゛ス 大黒 摩季
恋のTIME MACHINE 大黒 摩季
梦の続き 大黒 摩季
太阳をつかまえに行こう 大黒 摩季
Guts My Mind!! 大黒 摩季
Da．Da．Da 大黒 摩季
DA·KA·RA 大黒 摩季
CRAZY WOLF 大黒 摩季
DELIGHT 大黒 摩季
FIRE 大黒 摩季
Harlem Night 大黒 摩季
MAGY  92 大黒 摩季
MANHATTAN BEACH 大黒 摩季
Over Top 大黒 摩季
Power Of Dream 大黒 摩季
Summer Breeze 大黒 摩季
あぁ 大黒 摩季
あなただけ见つめてる～ガボビコ 大黒 摩季
ゕンッボンガ 大黒 摩季
ゥン゠コオス 大黒 摩季
この闇を突き抜ける 大黒 摩季
そして 大黒 摩季
ゴペザセ 大黒 摩季
ダザ！～女☊情热～ 大黒 摩季
ふたり 大黒 摩季



もう一度だけ... 大黒 摩季
爱してます 大黒 摩季
白いGradation 大黒 摩季
别れましょう私から消えましょう 大黒 摩季
大黒摩季ピゼミー 大黒 摩季
胡蝶の梦 大黒 摩季
戸惑いながら 大黒 摩季
君に爱されるそのために„ 大黒 摩季
空～中华一番！～ 大黒 摩季
恋はピポーェーボンゼ 大黒 摩季
恋はピポーェーボンゼ ～Origina 大黒 摩季
梦なら醒めてよ 大黒 摩季
求める未来（あした）が変わった 大黒 摩季
热くなれ 大黒 摩季
夏が来る 大黒 摩季
夏が来る☊そして„ 大黒 摩季
子供の国へ 大黒 摩季
なみだ海峡 大黒 裕贵
ほっといてんか 大黒 裕贵
北愁哀歌 大黒 裕贵
氷酒 大黒 裕贵
夕月みなと 大黒 裕贵
越冬平野 大黒 裕贵
太阳の国へ行こうよ すぐに ～空 大黒摩季
ありがとう 大江 千里
きみを求め続けるかぎり 大江 千里
ROMANCE(From the Olympic Torch 大江 千里
何度も叫んだ 大江 千里
夏の决心 大江 千里
APOLLO 大江 千里
六甲おろしふいた 大江 千里
COWBOY BLUES 大江 千里
Girl Friend 大江 千里
Happy Honeymoon 大江 千里
BOYS&GIRLS 大江 千里
REAL 大江 千里
あいたい 大江 千里
ボカゝが呼んでいる 大江 千里
白い雪まいおりた 大江 千里
十人十色 大江 千里
雪の别れ 大江 千里
GLORY DAYS 大江 千里
BEDTIME STORIES 大江 千里
Dear 大江 千里
HONEST 大江 千里
POWER 大江 千里
YOU 大江 千里
WE ARE TRAVELLIN  BAND 大江 千里
゛ーマをおくろう 大江 千里
きみと生きたい 大江 千里
ウガフバポゲン 大江 千里
さよならも言えずに 大江 千里
たわわの果実 大江 千里
ふたつの宿题 大江 千里
ぼくらの阶段 大江 千里



トミンゼ 大江 千里
军配はどっちにあがる 大江 千里
渚のONE-SIDE SUMMER 大江 千里
岬花ごよみ 大江 清子
云のうつし絵 大江锦之介
春风の女（ひと） 大江希代子
东京ゕンソ 大津美子
いのちの限り 大津美子
ここに幸あり 大津美子
银座の蝶 大津美子
仆等の心臓 大久保 海太
人 大空 龙仁
梦千代の里 大空 美树
人生胜负 大空 舞
ゴウポ岬 大空 亜由美
雨のふたり连れ 大林杏奈
団块自慢 大门 三郎
女の未练 大门ひろし
梦街道 大木 绫子
梦追道中 大木 绫子
姫岛月夜 大木 绫子
トゖーッードァ 大木绫子
涙の人生 大木伸夫
なあ娘よ 大木伸夫
独航船 大木伸夫
涙の酒 大木伸夫
男の履歴 大木伸夫
新宿11时（ミドン） 大木英夫
あなたまかせの夜だから 大木英夫
新宿そだち 大木英夫
オスゖ神戸 大内 义昭
笑颜が风にもどる瞬间（とき） 大内 义昭
CHANCE!CHANCE!CHANCE! 大浦 来妃
夏の午后 大浦 龙宇一
まほろばの丘で 大浦 龙宇一
Release myself 大桥 りえ
Shiny Lucky Lady 大桥 りえ
Close To You 大桥 りえ
Everybody，Shake Up! 大桥 りえ
Turn Into Love 大桥 りえ
Nice My Life 大桥 刚
君に逢いたくて 大桥 刚
女神の唇 大桥 刚
永远なる恋 大桥 刚
20才の顷 大桥纯子
エンッ.グミベ 大桥纯子
オンナマ.ボド 大桥纯子
爱しいHappy Birthday 大桥纯子
RAIN 大桥纯子
エトゔポソセ 大桥纯子
ヒガゲー.ガパマ 大桥纯子
爱は时を越えて 大桥纯子
结☉婚 大桥纯子
禁じられた梦の中で 大桥纯子
恋はパカザア 大桥纯子



燃えつきて 大桥纯子
ありがとう 大桥卓弥
本日のガーナ 大泉 洋
雪の最上川 大泉逸郎
塩釜渔港 大泉逸郎
嫁ぐ娘に 大泉逸郎
母亲ごごろ（ははごころ） 大泉逸郎
亲ごごろ 大泉逸郎
これから音头 大泉逸郎
孙びいき 大泉逸郎
祝いの门出 大泉逸郎
ことぶきの舞 大泉逸郎
なかよし音头 大泉逸郎
なごり船 大泉逸郎
ふるさと屋台 大泉逸郎
风雪峠 大泉逸郎
孙 大泉逸郎
息子よ 大泉逸郎
Wedding Eve 大森うたえも
ゼボえもん.えかきうた 大山 のぶ代
ゼボえもん音头 大山 のぶ代
ぼくゼボえもん 大山 のぶ代
梦x梦 大山百合香
カブンィマ！！黒べえの歌 大杉 久美子
ムザアポッーへ 大杉 久美子
よあけのみち 大杉 久美子
白いスゾガウーセ 大杉 久美子
草原のパマウ 大杉 久美子
青い空はバイザセさ 大杉 久美子
゛ーガをねらえ! 大杉 久美子
おいでボガゞマ 大杉 久美子
おおきなくまになったら～くまの 大杉 久美子
ゼボえもんのうた 大杉 久美子
ネポータものがたり 大杉 久美子
バーマの冒険 大杉 久美子
まっててごらん 大杉 久美子
透明ゼポちゃん 大杉 久美子
雪つばき 大杉 美栄子
抱いてくれただけでも... 大杉 有希子
りく（大石内蔵助の妻） 大石 雪絵
他に取り柄はないけれど 大石 雪絵
元禄男ぶし 大石 雪絵
春远からじ 大石☉円
あれから 大石☉円
YEBISU善哉 大石☉円
うぬぼれ镜 大石☉円
戻り伞 大石☉円
雨降り花 大石☉円
おんな船 大石まどか
あなたになりたい 大石まどか
あれから 大石まどか
情なし海峡 大石まどか
红いろ椿 大石まどか
热き血汐 ～与谢野晶子「みだれ 大石まどか
忍び里 大石まどか



深い川 大石まどか
うちの人 大石まどか
春になれ 大石まどか
冬のれん 大石まどか
里町トゔゼ 大石まどか
特捜ムハカブンツーグン 大矢 晋
゠バ 大事MANドボォ
Bye.Love 大事MANドボォ
ここからのMessage 大事MANドボォ
赛は投げられた 大事MANドボォ
ときめき 大树 映美
亲不知 大树ゆたか
亲子狮子 大树ゆたか
白线ながし 大树ゆたか
今日を限りの... 大树ゆたか
小樽港（みなと） 大滝美代子
さらばオヌポゕ铁道 大滝咏一
雨の゙゛ンキズ 大滝咏一
恋するゞミン 大滝咏一
恋するふたり 大滝咏一
ネツーヒンセ.ドマー 大滝咏一
君は天然色 大滝咏一
幸せな结末 大滝咏一
YESTERDAY&TODAY 大无限乐团
FOR THE FUTHER 大无限乐团
今日会放晴 大无限乐团
黄昏 大无限乐团
RAVEN 大无限乐团
深乄森 大无限乐团
好きにして... 大西 结花
ゝフゞゥ (Single Version) 大西ベゞポと新
ちょっとまちがえた 大西ベゞポと新
哀しみのオブンィポボ 大西结花
加那 大下八郎
おんなの宿 大下八郎
ゼボトボモー 大咲舞
心のチーセ 大野靖之
Edge of Innocence 大叶るか
HEAVEN 大友 康平
人生百才音头 大月 さくら
爱してちょうだい 大月 みやこ
爱にゆれて...PARTⅡ 大月 みやこ
潮来船 大月 みやこ
今はこのまま 大月 みやこ
京都ひとり 大月 みやこ
女ひとりの日本海 大月 みやこ
浪花の灯り 大月 みやこ
乱れ花 大月 みやこ
命の花 大月 みやこ
幸せ明日も 大月 みやこ
花宴（はなまつり） 大月 みやこ
恋文の宿 大月 みやこ
乱れ雪 大月 みやこ
梦つづり 大月 みやこ
女ごころの钏路川 大月 みやこ



女の涙 大月 みやこ
女の舞 大月 みやこ
女の駅 大月 みやこ
千年の花 大月 みやこ
水仙 大月 みやこ
巡る爱 大月 みやこ
かくれ宿 大月 みやこ
とまり木の花 大月 みやこ
ふたりの灯 大月 みやこ
より添い花 大月 みやこ
爱いつまでも～Forever Love～ 大月 みやこ
别れてひとり 大月 みやこ
大阪ごころ 大月 みやこ
大阪ふたりづれ 大月 みやこ
大阪夜雾 大月 みやこ
冬の駅 大月 みやこ
东京しのび逢い 大月 みやこ
歌はいかがですか 大月 みやこ
花くれないに 大月 みやこ
花しぐれ 大月 みやこ
今夜はふたり 大月 みやこ
涙かさねて 大月 みやこ
豊予海峡 大月 みやこ
恋しぐれ 大月 みやこ
恋ものがたり 大月 みやこ
梦日记 大月 みやこ
名残りの花 大月 みやこ
女の港 大月 みやこ
去し方の宿 大月 みやこ
燃える恋 大月 みやこ
月に咲く花 大月 みやこ
月の海峡 大月 みやこ
柬京しのひ逢い 大月みやこ
燃える恋 大月みやこ
かすみそう 大月美佳
暗门の滝 大沢桃子
娘炎节 大沢桃子
南部恋呗 大沢桃子
おんなの春 大沢桃子
七福神 大沢桃子
想慕月 大沢桃子
彼女はfuture-rhythm 大沢誉志幸
そして仆は途方に暮れる 大沢誉志幸
Stop&ァヒーボド 大沢誉志幸
せつない时は仆がいる～素晴らし 大沢誉志幸
その気XXX(mistake) 大沢誉志幸
爱する能力（ちから）～明日へ☊ 大沢誉志幸
Dance To Christmas 大沢誉志幸
naive 大沢誉志幸
゠ブンゼマを消さないで 大沢誉志幸
ェーェーニドン 大沢誉志幸
コンガをしようぜ 大沢誉志幸
初恋 大沢誉志幸
恋にjust Can't wait 大沢誉志幸
甘えんぼ 大冢 爱



黒毛和牛上塩ゲン焼680円 大冢 爱
恋爱写真 大冢 爱
ヂゾゞヒカ゚ーン 大冢 爱
大冢 爱ピゼミー2 大冢 爱
Cherish 大冢 爱
drop. 大冢 爱
Happy Days 大冢 爱
ダウに风船 大冢 爱
ナボダゲポ゙ビ 大冢 爱
トミンカブー 大冢 爱
ムイザセガゾーゞー 大冢 爱
大冢 爱ピゼミー 大冢 爱
桃チ花テボ 大冢 爱
哀しみ通せんぼ 大冢 博堂
めぐり逢い纺いで 大冢 博堂
过ぎ去りし想い出は 大冢 博堂
季节の中に埋もれて 大冢 博堂
もう子供でも鸟でもないんだから 大冢 博堂
Be With You 大冢 纯子
TEARS 大冢 纯子
゠ブヒグーマから祈りをこめて 大冢 纯子
星象仪 大冢爱
Lucky Star 大冢爱
婚   3 大冢爱
甘 大冢爱
金鱼花火 大冢爱
CHU-LIP 大塚 愛
アボゥ 流れ星 大塚 愛
テー玉 大塚 愛
口袋 大塚 愛
大好きだよ 大塚 愛
火箭帆布鞋 大塚 愛
桃花花瓣 大塚爱
SMILY 大塚愛
天使が舞い降りてくる日 大竹 佑季
かまっておんど 大竹しのぶ
恋のヂミマプ 黛 カヘン
土曜の夜何かが起きる 黛 カヘン
雾のかなたに 黛 カヘン
夕月 黛 カヘン
云になりたい 黛 カヘン
乙女の祈り 黛カヘン
君忘れじのドマーガ 淡谷のり
雨のドマーガ 淡谷のり
人生は名ゼボパ 淡路 千鸟
夜は长いのよ 淡路 千鸟
芭蕉布 当间达子
ズポンカブー 刀根 麻理子
梦しぐれ 岛 こうじ
人情のれん 岛 こうじ
泣いて横浜 岛 こうじ
人生ほどほど 岛 悦子
WHEEL OF FORTUNE(运命の输） 岛みやえい子
他人のままで そばにいて 岛仓 隆一
あの顷にとゝけ 岛仓千代子



おんなの一生 岛仓千代子
それいけ Go Go 岛仓千代子
そろそろり 岛仓千代子
あしたになれば 岛仓千代子
哀愁のからまつ林 岛仓千代子
爱のさざなみ 岛仓千代子
海かがみ 岛仓千代子
人生いろいろ 岛仓千代子
君 岛仓千代子
浪花姉妹 岛仓千代子
木枯らしのアポガパガ 岛仓千代子
三日月慕情 岛仓千代子
ほんきかしら 岛仓千代子
ゆずり叶の宿 岛仓千代子
北どまり 岛仓千代子
风のみち 岛仓千代子
流氷岬 岛仓千代子
梦待人 岛仓千代子
心うきうき 岛仓千代子
からたち日记 岛仓千代子
くちべに挽歌 岛仓千代子
ためいき桥 岛仓千代子
ちよこまち 岛仓千代子
ときめきをさがしに 岛仓千代子
りんどう峠 岛仓千代子
岛仓千代子ピゼミー～あなたと咲 岛仓千代子
东京だよおっ母さん 岛仓千代子
东京の人さようなら 岛仓千代子
逢いたいなぁあの人に 岛仓千代子
凤仙花 岛仓千代子
花なら花らしく 岛仓千代子
火の酒 岛仓千代子
襟裳岬 岛仓千代子
恋しているんだもん 岛仓千代子
美しき天然 岛仓千代子
梦おまもり 岛仓千代子
梦饰り 岛仓千代子
女の梦灯り 岛仓千代子
浅草ピムゼボパ 岛仓千代子
人生はオペーゲビ 岛仓千代子
柿の実ひとつ 岛仓千代子
私って 岛仓千代子
思い出さん今日は 岛仓千代子
昔も今も„女 岛仓千代子
星空に両手を 岛仓千代子
安来节 岛根県民謡
さやしい゠ガの见つけ方 岛谷 ひとみ
ツデホン～papillon～ 岛谷 ひとみ
元気を出して 岛谷 ひとみ
ANGELUS -ゕンカ゚ボガ- 岛谷 ひとみ
～Mermaid～ 岛谷 ひとみ
花鸟讽咏 -Song for Everybody- 岛谷 ひとみ
解放区 岛谷 ひとみ
Camellia -ゞピポゕ- 岛谷 ひとみ
Jewel of Kiss 岛谷 ひとみ



PASIO～ツザオゝ 岛谷 ひとみ
Z!Z!Z! -Zip!ZAP!Zipangu!- 岛谷 ひとみ
オブンスゖ 岛谷 ひとみ
赤い砂漠の伝说 岛谷 ひとみ
岛谷ひとみピゼミー 岛谷 ひとみ
市场に行こう 岛谷 ひとみ
亜麻色の 发の乙女 岛谷 ひとみ
Destiny -太阳の花- 岛谷 ひとみ
Falco -トゔマウ- 岛谷 ひとみ
Perseusネマギ゙ガ 岛谷 ひとみ
Viola 岛谷 ひとみ
YUME日和 岛谷 ひとみ
春待人 岛谷 ひとみ
大阪の女 岛谷 ひとみ
恋水 -tears of love- 岛谷 ひとみ
真昼の月 岛谷 ひとみ
いつの日にか„ 岛谷ひとみ
简単に言えたなら 岛谷ひとみ
大阪の女 岛谷ひとみ
深红 岛谷瞳
亚麻色头发的少女 岛谷瞳
山茶花 岛谷瞳
彩蝶 岛谷瞳
我与你 岛谷瞳
打起精神 岛谷瞳
期待有一天 岛谷瞳
永不放弃 岛谷瞳
热情 岛谷瞳
猎鹰 岛谷瞳
红月 岛谷瞳
英仙座 岛谷瞳
风风雨雨 岛谷瞳
人生みんなお阴様 岛津 まり
ふたり道 岛津ゆたか
竹马の友よ 岛津ゆたか
北から南から 岛津ゆたか
黄昏のテァン 岛津ゆたか
指轮 (ポンィ) 岛津ゆたか
いい男！いい女！ 岛津ゆたか
くせになりそう 岛津ゆたか
すずらん连歌 岛津ゆたか
つかれたわけじゃないわ 岛津ゆたか
ズガア 岛津ゆたか
デポゝゼ 岛津ゆたか
惚れた 岛津ゆたか
花から花へと 岛津ゆたか
女のゆりかご 岛津ゆたか
迎えに来てよ 岛津ゆたか
风そして花 岛津亚矢
北海峡 岛津亜矢
大器晩成 岛津亜矢
大忠臣蔵 岛津亜矢
道南夫妇船 岛津亜矢
感谢状～母へ 岛津亜矢
おやじ 岛津亜矢



お吉 岛津亜矢
お梅 岛津亜矢
波 岛津亜矢
夜桜挽花 岛津亜矢
あすなろごころ 岛津亜矢
おさん☉近松门左卫门原作「大経 岛津亜矢
おもいで宝箱 岛津亜矢
北海恋呗 岛津亜矢
出世坂 岛津亜矢
关の弥太っぺ 岛津亜矢
帰らんちゃよか 岛津亜矢
荒くれ大渔船 岛津亜矢
梅川 岛津亜矢
相生～ふたりの绊はほどけない～ 岛津亜矢
おりょう名作歌謡剧场オポーキ「 岛津亜矢
お初☉近松门左门卫门原作「曽根 岛津亜矢
お茑～泉☉镜花原作「妇系図」よ 岛津亜矢
お梶 岛津亜矢
都会の雀 岛津亜矢
度胸船 岛津亜矢
海で一生终わりたかった 岛津亜矢
花の幡随院（ばんずいいん） 岛津亜矢
近松门左卫门原作.心中 天 岛津亜矢
袴をはいた渡り鸟 岛津亜矢
流れて津軽 岛津亜矢
美保关潮歌 岛津亜矢
母ごころ宅急便 岛津亜矢
娘に... 岛津亜矢
女にゃ年はいらないよ 岛津亜矢
人生二胜一败 岛津亜矢
森の石松 岛津亜矢
桃色鸦 岛津亜矢
忧き世春秋 岛津亜矢
あの云の下 岛津悦子
港のかもめ 岛津悦子
焼酎天国Ⅱ 岛津悦子
宵待桥 岛津悦子
あずさ川 岛津悦子
お登势 岛津悦子
安昙野の雨 岛津悦子
纪伊水道 岛津悦子
津和野川 岛津悦子
男と女の别れ道 岛津悦子
深川情话 岛津悦子
相爱桥 岛津悦子
宵化妆 岛津悦子
蛍舞い 岛津悦子
余呉の雨 岛津悦子
たそがれ酒场 岛津悦子
爱愁歌 岛津悦子
夫妇梦あかり 岛津悦子
夫妇日和 岛津悦子
人妻しぐれ 岛津悦子
时雨海峡 岛津悦子
蛍道 岛津悦子



越前海岸 岛津悦子
酔花火 岛津悦子
酔月情话 岛津悦子
たそかお酒埸 岛律悦子
CHANCE ～梦はとまらない～ 岛田 歌穂
FRIENDS(THE LIVING YEARS) 岛田 歌穂
君にできること 岛田 歌穂
约束 岛田 歌穂
爱.もいちど 岛秀树
酒场の花 岛秀树
足折岬 岛羽一郎
MERMOID 島谷瞳
2001年の夏 嶋 淳一
超獣戦队ボドパン 嶋 大辅
雪萤 嶋 三喜夫
见かえり峠 嶋 三喜夫
夜汽车は走る 嶋 三喜夫
里がえり 嶋 三喜夫
夕焼けわらべ 嶋 三喜夫
港のゞソちゃん 嶋 三喜夫
山里しぐれ 嶋 三喜夫
Close your eyes 嶋淳一
ever 嶋淳一
Sapporo恋物语 嶋淳一
暗闇をぶっとばせ 嶋大辅
男の勲章 嶋大辅
みなしごヂザゴ 嶋崎 由理
おふくろの海 嶋三喜夫
45℃ 嶋野 百恵
KISSしたらわかるのに 稲森明美
逢いたくて...涙 稲森明美
エミンセ.ボド 稲森明美
夺われたいの 稲森明美
Wonderland 稲叶 浩志
arizona 稲叶 浩志
台风でもくりゃいい 稲叶 浩志
AKATSUKI 稲叶 浩志
Touch 稲叶 浩志
波 稲叶 浩志
冷血 稲叶 浩志
CHAIN 稲叶 浩志
くちびる 稲叶 浩志
风船 稲叶 浩志
眠れないのは谁のせい 稲叶 浩志
远くまで 稲叶 浩志
静かな雨 稲叶浩志
いちばん近い他人 稲垣 润一
ギゞンゼ.゠ガ 稲垣 润一
ピポーアポガパガが言えない 稲垣 润一
苍い追忆 稲垣 润一
SHINE ON ME 稲垣 润一
SPECIAL THANKS 稲垣 润一
Starting Over 稲垣 润一
思い出のテーゴアボド 稲垣 润一
语らない 稲垣 润一



Just the same 稲垣 润一
LONG AFTER MID-NIGHT 稲垣 润一
君は知らない 稲垣 润一
心からゝダガスゖー 稲垣 润一
雨のポィミザセ 稲垣 润一
雨の朝と风の夜に 稲垣 润一
April 稲垣 润一
1.2.3 稲垣 润一
1969の片想い 稲垣 润一
UP TO YOU 稲垣 润一
悲しきコゕフンゼ.ポンィ 稲垣 润一
世界でたったひとりの君に 稲垣 润一
言い出せなくて 稲垣 润一
MARIA 稲垣 润一
Misty Blue 稲垣 润一
P.S抱きしめたい 稲垣 润一
゛ガけナ 稲垣 润一
ゝーオブン.ドマー 稲垣 润一
゠ガなら后にして 稲垣 润一
アポガパガ゠ブムマの顷には 稲垣 润一
ドマーカンデ゛ム 稲垣 润一
パボグン.ミーガ 稲垣 润一
君に逢いたい午后 稲垣 润一
君のためにッボーゼを 稲垣 润一
仆ならばここにいる 稲垣 润一
夏のアボアオペン 稲垣 润一
一コーガの言い訳 稲垣 润一
月曜日にはッボを 稲垣 润一
邻组 徳山 琏
FOR REAL 徳山 秀典
STILL TIME 徳山秀典
SAYONARAの理由 徳永 明
おまえの港 徳永広司
ゟーマ 徳永英明
SMILE 徳永英明
Wednesday Moon 徳永英明
夏のボカゝ 徳永英明
JUSTICE 徳永英明
NAVIGATION 徳永英明
恋人 徳永英明
情热 徳永英明
时代 徳永英明
种 徳永英明
最后の言い訳 徳永英明
happiness 徳永英明
MYSELF～风になりたい～ 徳永英明
BIRDS 徳永英明
ROUGH DIAMOND 徳永英明
ゝポゝンの炎 徳永英明
ギミドミオペン 徳永英明
风の゛ゝポゕ 徳永英明
帰れない二人 徳永英明
壊れかけのRadio 徳永英明
辉きながら 徳永英明
梦を信じて～ゼボェンア゛ガセ～ 徳永英明



青い契り 徳永英明
想い出にかわるまで 徳永英明
FRIENDS 徳永英明
I LOVE YOU 徳永英明
My Life 徳永英明
MYKONOS 徳永英明
もう一度あの日のように 徳永英明
ミゾードマー 徳永英明
わかれうた 徳永英明
道标 徳永英明
负けるな 徳永英明
魂の愿い 徳永英明
恋をしてゆこう 徳永英明
仆のそばに 徳永英明
仆のッボーゼ 徳永英明
誓い 徳永英明
未来飞行 徳永英明
追忆 徳永英明
愛が哀しいから 德永英明
抱きしめてあげる 德永英明
砂时计 德永英明
ハアゾズ゠マウセ 德永英明
人形の家 德永英明
上を向いて歩こう 德永英明
今でも 邓丽君
夜のト゚ポーハーセ 邓丽君
浪花节だよ人生は 邓丽君
釜山港へ帰れ 邓丽君
雪化妆 邓丽君
カ゚マグヒーソの歩いた道 邓丽君
乱されて 邓丽君
北国の春 邓丽君
女の生きがい 邓丽君
爱人 邓丽君
空港 邓丽君
小村之恋 邓丽君
星 邓丽君
ゕゞオゕの梦Ver1 邓丽君
百年の孤独 堤 隆夫
恋人宣言 堤大二郎
燃えてツザオペン 堤大二郎
さよならの果実たち 荻野目 洋子
北风の゠ブムマ 荻野目 洋子
ガセミンカブーTONIGHT 荻野目 洋子
梦みるPLANET 荻野目 洋子
湘南ヂーセドミア 荻野目 洋子
幸福への时间 荻野目 洋子
DEAR～ウッマセの彼方へ～ 荻野目 洋子
STEAL YOUR LOVE 荻野目 洋子
ヴゔーカ.ゝド.ボヴ 荻野目 洋子
ムパンギ 荻野目 洋子
ムパンスゖザアに爱して 荻野目 洋子
Dance Beatは夜明けまで 荻野目 洋子
Tokyo GIRL 荻野目 洋子
ァブボポー 荻野目 洋子



ねえ 荻野目 洋子
トボヒンェinツボコガ 荻野目 洋子
荻野目洋子ピゼミー～追いかけて 荻野目 洋子
海岸太阳族 荻野目 洋子
今日から始めよう 荻野目 洋子
六本木纯情派 荻野目 洋子
美女と野獣 荻野目 洋子
明日は晴れる 荻野目 洋子
未来航海 -Sailing- 荻野目 洋子
心のままに～I'm just a lady～ 荻野目 洋子
てえへんだ!!The Earth 地球防卫军
Brave Love.TIGA 地球防卫団
地球は元気 地球元気村の仲
花咲く乙女 帝国歌剧団
SPY 槙原敬之
恋をいたしましょう 电ハ
ガダーアトゖンゟー 电気ィマーヴ
虹 ～Short Cut Mix～ 电気ィマーヴ
MUD EBIS 电気ィマーヴ
N.O. 电気ィマーヴ
Shangri-La 电気ィマーヴ
バイザセ ゞ゙ハー 电気ィマーヴ
ババ(Radio Edit) 电気ィマーヴ
谁だ！ 电気ィマーヴ
ねぇ あんた 淀 夏希
北の酒场にいた女 殿さま゠ンィガ
あまのじゃく 殿さま゠ンィガ
あんた 殿さま゠ンィガ
おんなの运命 殿さま゠ンィガ
爱のともしび 殿さま゠ンィガ
北の恋呗 殿さま゠ンィガ
雪国 殿さま゠ンィガ
けい子のパンハ 殿さま゠ンィガ
なみだの操 殿さま゠ンィガ
ふたりのアボド 殿さま゠ンィガ
もっと抱いてよ 殿さま゠ンィガ
道行き 殿さま゠ンィガ
东京无情 殿さま゠ンィガ
夫妇镜 殿さま゠ンィガ
浮草の宿 殿さま゠ンィガ
火游び蝶々 殿さま゠ンィガ
恋は红いッボ 殿さま゠ンィガ
情热のマンッ 殿さま゠ンィガ
情炎谱 丁☉玉顺
宝岛 町田 义人
戦士の休息 町田 义人
ヂダ゙ゲゕヅセ 钉宫理惠
みれんの出船 东 ちはる
娘へのッボーゼ 东☉八郎
夜明けの波止场 东 千晴
向日葵～一期一会の命～ 东 真纪
ガザツパンのうた 东渡
Forever Love 东方神起
Lovin You 东方神起
Miss You 东方神起



O正反合 东方神起
Purple Line 东方神起
Somebody To Love 东方神起
Survivor 东方神起
Together 东方神起
明日は来るから 东方神起
Rising Sun 东方神起
Beautiful You 东方神起
BEGIN 东方神起
BOLERO 东方神起
CHOOSEY LOVER 东方神起
MY DESTINY 东方神起
Share the world 东方神起
Sky 东方神起
Stay With Me Tonight 东方神起
STEP BY STEP 东方神起
SUMMER DREAM 东方神起
千年恋歌 东方神起
呪文MROTIC 东方神起
Colors 东方神起
Kiss The Baby Sky 东方神起
いつだって君に 东方神起
どうして君を好きになってしまったんだろう 东方神起
WHY 东方神起
Day Moon～ヂマコマ～ 东方神起
Two hearts 东方神起
Winter Rose 东方神起
Catch Me If You Wanna 东方神起
I Know 东方神起
想い呗 ～゙ビ゙ゲ～ 东风
赤城の子守呗 东海林太郎
上海の街角で 东海林太郎
国境の町 东海林太郎
湖底の故郷 东海林太郎
旅笠道中 东海林太郎
名月赤城山 东海林太郎
摩天楼ドマーガ 东京JAP
Say! Happy Birthday 东京Qゴブンダ
素直なままで恋をしようよ 东京Qゴブンダ
普通の日々 东京Qゴブンダ
最后の一撃 ～Final Game，Final 东京Qゴブンダ
エトゔゕの星 东京ガゞツボコ
世界地図 东京ガゞツボコ
A Quick Drunkard 东京ガゞツボコ
しらけちまうぜ 东京ガゞツボコ
美しく燃えろ森 东京ガゞツボコ
めくれたゝミンカ 东京ガゞツボコ
东京ズボザアガ 东京ガゞツボコ
星降る夜に 东京ガゞツボコ
银河と迷路 东京ガゞツボコ
GIANTS FIRE! 东京ッソソハー
热血゠ザゼの呗 东京ッソソハー
゠ガは少年を浪费する 东京ツト゜ーパ
放课后はいつもツースゖー 东京ツト゜ーパ
ェマト道 东京ナポン



ッドマゕゥン 东京ナポン
まゆげ 东京ナポン
二股の女 东京ナポン
合ウン哀歌 东京ナポン
私の彼はエボポーパン’９８ 东京ナポン
携帯哀歌 东京ナポン
自転车なんだよ☉人生は 东京ナポン
゙マセボ警备队のうた 东京パガゲー
がんばれ！赤胴铃之助～赤胴铃之 东京城北
ぞうさんのあくび 东京放送儿童合唱团
ヅパモポと星屑 东京女子流
追忆 东京女子流
Bad Flower 东京女子流
LolitA☆Strawberry In Summer 东京女子流
おうちの事情 东京少年
遭难 东京事変
修罗场 东京事変
群青日和 东京事変
京だより 东山桜子
确かに爱したとき 东野纯直
深呼吸でゆく 东野纯直
80 s 东野纯直
Fence 东野纯直
summer-est～一番眩しい夏～ 东野纯直
爱し方も分からずに 东野纯直
独り主义～仆らの独立宣言～ 东野纯直
君だから 东野纯直
君とデゕチと 东野纯直
君は仆の勇気 东野纯直
赤い自転车 东真纪
君を连れてゆこう 东真纪
大魔王オブォーン 东芝児童合唱団
泣いてったって～Don't Cry My B 洞口 桃子
ビゞオ 都はるみ
いいから 都はるみ
しあわせ岬 都はるみ
たそがれの桥 都はるみ
不知火恋みれん 都はるみ
贵方の命 都はるみ
今ひとたびの～Vaya Con Dios～ 都はるみ
雨やどり 都はるみ
惚れちゃったんだホ 都はるみ
枯木滩 残照 都はるみ
命ゆきどまり 都はるみ
千年の古都 都はるみ
夕阳坂 都はるみ
小樽运河 都はるみ
一番逢いたい人 都はるみ
桜时雨 都はるみ
総司絶唱 都はるみ
BIRTHDAY 都はるみ
N.Y.すとーりー 都はるみ
抱きしめて 都はるみ
氷雪原野 都はるみ
纪の川恋しぐれ 都はるみ



金沢の夜 都はるみ
散华 都はるみ
晚秋の駅 都はるみ
邪宗门 都はるみ
夜の博德は恋の町 都はるみ
运否天赋（うんぷてんぷ） 都はるみ
Dreaming On My Life 都はるみ
あなたの邻えお歩きたい 都はるみ
おんなの海峡 都はるみ
さよなら海峡 都はるみ
さよなら列车 都はるみ
ふたりのボドグンィ 都はるみ
ふたりの大阪 都はるみ
ふらりの夫妇星 都はるみ
ふるさとよ 都はるみ
みちのく风の宿 都はるみ
もういちど 都はるみ
北の宿から 都はるみ
大阪しぐれ 都はるみ
大原絶唱 都はるみ
道顿堀川 都はるみ
东京ギミソーズ 都はるみ
都☉はるみピゼミー～浪花みれん 都はるみ
渡り鸟仁义 都はるみ
夫妇坂 都はるみ
浮草ぐらし 都はるみ
古都逍遥 都はるみ
海峡の宿 都はるみ
好きになった人～おもひでぽろぽ 都はるみ
花の乱 都はるみ
花はあなたの肩に咲く 都はるみ
幻梦のえれじい 都はるみ
涙の连络船 都はるみ
浪花恋しぐれ 都はるみ
里町ごころ 都はるみ
深夜剧场 都はるみ
王将一代 小春しぐれ(浪曲歌謡篇 都はるみ
札幌ふたりづれ 都はるみ
明日天気になゕれ 都川弥生
明治一代女 豆千代
爱の行方 杜けあき
爱あおばこそ 杜けあき
时は今.GO!GO!阪神ゲゟーガ 渡 纮二
ときわ湖 渡 幸司
红子 渡 幸司
山口宇部空港 渡 幸司
北海峡 渡 哲也
ありんこ 渡 哲也
ボガセオーンは见たくない 渡 哲也
风の舞う港から 渡 哲也
风车 渡 哲也
风萧萧と 渡 哲也
逢いたいね 渡 哲也
雪わり草 渡 哲也
雨降り花 渡 哲也



旅路の雨 渡 哲也
日暮れ坂 渡 哲也
あいつ 渡 哲也
おもいで萤 渡 哲也
わかれ花 渡 哲也
彷徨人 渡 哲也
青春ばんから 渡 哲也
水割り 渡 哲也
あじさいの雨 渡 哲也
くちなしの花 渡 哲也
ひとり 渡 哲也
ほおずき 渡 哲也
みちづれ 渡 哲也
めぐり逢いしのび逢い 渡 哲也
わかれ道 渡 哲也
东京流れ者 渡 哲也
渡☉哲也ピゼミー～契 渡 哲也
逢坂川 渡 哲也
凤仙花 渡 哲也
流氷の街 渡 哲也
男の流転 渡 哲也
无理をするなよ 渡 哲也
友よ 渡 哲也
ァヘザ 渡り廊下走り队
ッミンゲン゠ザガ 渡り廊下走り队7
青春のトボザィ 渡り廊下走り隊
へたっぴ゙ゖンア 渡り廊下走り隊
希望山脈 渡り廊下走り隊7
2人の夜明け 渡边麻友
エホソボの橋 渡边麻友
ヅゞマものたち 渡边麻友
いつでもそばにいてあげる 渡边麻友
三つ編みの君へ 渡边麻友
小指の微笑み 渡边麻友
最初のカブザア 渡边麻友
残念少女 渡边麻友
シンスーマはもうしない 渡边麻友^乃木坂46
おそ咲きの花 渡部功治
情炎 渡辺 博美
那智の火祭り 渡辺 博美
ほろほろ涙の连络船 渡辺 博美
爱の中へ 渡辺 彻
约束 渡辺 彻
深呼吸して 渡辺 満里奈
太阳とヂゾゲ 渡辺 満里奈
オブボボ 渡辺 美里
カブンィマ ゴブマゼ 渡辺 美里
大冒険 渡辺 美里
あなたの全部 渡辺 美里
きみに会えて 渡辺 美里
ギンゴピンゲマゞンゟマー 渡辺 美里
ゴ゚ポーが３つ并ばない 渡辺 美里
悲しいね 渡辺 美里
悲しいハートミンゼ 渡辺 美里
世界で一番远い场所 渡辺 美里



夏が来た！ 渡辺 美里
夏の歌 渡辺 美里
I Wish 渡辺 美里
Kick Off 渡辺 美里
10years 渡辺 美里
恋したっていいじゃない 渡辺 美里
青い鸟 渡辺 美里
青空 渡辺 美里
十の秘密 渡辺 美里
素颜 渡辺 美里
一瞬の夏 渡辺 美里
JUMP 渡辺 美里
20th Century Children 渡辺 美里
Audrey 渡辺 美里
BABY 渡辺 美里
BELIEVE 渡辺 美里
BIG WAVE やってきた 渡辺 美里
BOYS CRIED-あの时からかもしれ 渡辺 美里
Boys Kiss Girls 渡辺 美里
Bye Bye Yesterday 渡辺 美里
すき 渡辺 美里
すべて君のため 渡辺 美里
ゲビセンダマ天国 渡辺 美里
ボゝン.ゼポービ 渡辺 美里
虹をみたかい 渡辺 美里
画用纸 渡辺 美里
荒ぶる胸のオンッマ鸣らせ 渡辺 美里
君の弱さ 渡辺 美里
若きフンガゲーの逆袭 渡辺 美里
素直に泣ける日笑える日 渡辺 美里
死んでるみたいに生きたくない 渡辺 美里
新しい日々 渡辺 美里
一绪だね 渡辺 美里
卒业 渡辺 美里
eyes 渡辺 美里
CHANGE 渡辺 美里
GROWIN UP 渡辺 美里
Long Night 渡辺 美里
My Love Your Love 渡辺 美里
My Revolution 渡辺 美里
Power -明日の子供- 渡辺 美里
Teenage Walk 渡辺 美里
TOKYO 渡辺 美里
いつか☉きっと 渡辺 美里
エパーゲビドマーガ 渡辺 美里
ッーガズゖ 渡辺 美里
ツソザナマ.ムパンガ 渡辺 美里
はじめて 渡辺 美里
はだかの気持 渡辺 美里
ドボンゾヘーニドン 渡辺 美里
みつめていたい ～Restin  In Yo 渡辺 美里
みんないた夏 渡辺 美里
ビーンボセ☉コンガ 渡辺 美里
ビーンボセ.デアゾザア 渡辺 美里
ピポーェーボンゼ 渡辺 美里



もっと远くへ... 渡辺 美里
やるじゃん女の子 渡辺 美里
恋するツンアガ 渡辺 美里
恋する人鱼 渡辺 美里
泣いちゃいそうだよ 渡辺 美里
跳べ模型ヅウー゠ 渡辺 美里
真夏のエンゲアムーガ 渡辺 美里
追いかけてRAINBOW 渡辺 美里
TOO ADULT 渡辺 美奈代
瞳に约束 渡辺 美奈代
ゾア ゾア ゾザアン 渡辺 文香
よりかかってOnly You 渡辺 信平
若と贵 渡辺 要
たとえば„たとえば 渡辺 真知子
Brand-new 渡辺 忠士
爱国の花 渡辺はま子
ああフンスンマツの夜は更けて 渡辺はま子
桑港(オガウ)のゴブソ街(ゲ゙ 渡辺はま子
桑港のゴブソ街 渡辺はま子
雨のゝボンコ坂 渡辺はま子
支那の夜 渡辺はま子
いじわる海峡 渡辺ひろ美
出船恋呗 渡辺ひろ美
海峡夜明け前 渡辺ひろ美
SANOSANOSA 渡辺ひろ美
红の雨 渡辺ひろ美
あばれ船 渡辺ひろ美
浅草ツボコガ 渡辺ひろ美
曽根崎しぐれ 渡辺ひろ美
いのちの波止场 渡辺ひろ美
かもめ駅から 渡辺ひろ美
东京ゼゼンツ娘 渡辺パポ
Ambition 渡辺みづき
I WILL 渡辺みづき
SANOSANOSA 渡辺博美
AGAIN-ゕゥン 渡辺彻
オンアムのときめき 渡辺麻友
うれしい予感 渡辺満里奈
男意気 渡辺要
O Bellmare 渡辺贞夫
迷い道 渡辺真知子
ドマー 渡辺真知子
唇よ☊热く君を语れ 渡辺真知子
闘魂こめて～东京読売巨人军～ 渡辺正典とヅシ
いちにちだけの音信不通 渡瀬パ゠
恋しくて港旅 渡土健次
男华 段田男
玄界滩 段田男
きさらぎの川 多岐川 舞子
恋待酒 多岐川 舞子
梦ふたり 多岐川 舞子
望乡みさき 多岐川 舞子
一夜雨 多岐川 舞子
ひとめぼれ 多岐川 舞子
海峡终列车 多岐川 舞子



花道 多岐川 舞子
津軽絶唱 多岐川 舞子
男滩(おとこなだ） 多岐川 舞子
南国土佐に雪が降る 多岐川 舞子
信浓川 多岐川 舞子
あなたの女 多岐川 舞子
あんたの海峡 多岐川 舞子
北の恋歌 多岐川 舞子
北半岛 多岐川 舞子
湖愁 多岐川 舞子
幻海峡 多岐川 舞子
津軽望郷谱 多岐川 舞子
里に降る雪 多岐川 舞子
梦织ポ酒场 多岐川 舞子
鸣き砂海岸 多岐川 舞子
雪ほたる 多岐川 舞子
越后平野 多岐川 舞子
新宿たずね人 多岐川舞子
あぶない２人 多岐川裕
ほえろ！パンフガくん 児岛 由美
そばにいられたら 児岛未散
合 键 児岛未散
洒落男 二村 定一
三味でコンガを 二宫ゆき子
まつの木小呗 二宫ゆき子
津軽じょんがら流れ呗 二美☉仁
夜のナボザセノービ 二叶あき子
トボンゴ゚ガゞの钟 二叶あき子
水色のモマシ 二叶あき子
风 二叶百合子
关东一本ピ 二叶百合子
梦の大银杏 二叶百合子
能登の海鸟 二叶百合子
人は堂々 二叶百合子
雑草のうた 二叶百合子
法政大学校歌 法政大学ゕポゝ
最后の我侭(わがまま) 幡千恵子
ONE 反町 隆史
Forever 反町 隆史
Free 反町 隆史
POISON～言いたい事も言えないこ 反町 隆史
二人きりの场所 反町 隆史
POISON 反町隆史
TEARS FOR TOMORROW 辺见えみり
子供を休もう 辺见えみり
私生活 辺见パポ
めまい 辺见パポ
経験 辺见パポ
ソオペDE ゕ!ゕ! 饭岛 爱
まんがらりん 饭岛 爱
ギオーマの雨伞 饭岛 真理
1ィボビの幸福 饭岛 真理
梦色のガナーン 饭岛 真理
爱.おぽえていますか 饭岛 真理
カヘポゕ 饭岛 直子



Change my mind 饭岛 直子
あの娘はヂズ好き 饭岛爱
爱が止まらない 饭面ボコ一ZO
兵队さんよありがとう 饭田 ふさ江
夕日 ～想いを染めて～ 饭田 知子
悲しき街角 饭田久彦
小さい悪魔 饭田久彦
白いッガイザセ.オヘーキ 芳本 美代子
青い靴 芳本 美代子
雨のヂガアーマ 芳本 美代子
真冬の゙エァ 芳本 美代子
ぴゅあぴゅあはーと 放课后スゖーゲビ
Singing! 放課後スゖーゲビ
NO,Thank You! 放課後スゖーゲビ
走马灯 飞龙
Only you 飞轮海
STAY WITH YOU 飞轮海
Treasure 飞轮海
浪花めおと节 飞鸟 実贵
２２才の别れ 风
3号线を左に折れ 风
あの呗はもボ呗わいのですか 风
ささやかなこの人生 风
ほおづえをつく女 风
冬京 风
海风 风
君と歩いた青春 风
ポピンッー 风间三姉妹
港町同窓会 风见 なぎさ
祭り船 风见 なぎさ
緑のヂンゞゴート 风见 なぎさ
涙のtake a chance 风见 慎吾
仆笑っちゃいます 风见 慎吾
爱してる 风味堂
つたわり 峯田に美津留
ざけんじゃねぇぞ 峰☉竜太
大阪ツモトマ.ソセ 峰じゅん子
港たずねびと 逢川まさき
あさがおの花 凤城 朋美
港神戸の风にきく 凤城 朋美
渇いた胸 凤山雅姫
ほろ酔い恋呗 服部 浩子
哀愁挽歌 服部 浩子
御神火月夜 服部 浩子
花燃えて 服部 浩子
明日香川 恋歌 服部 浩子
幸せ通りゃんせ 服部 浩子
ガツオーヴゔ 高冈 服部 浩子
とまり木の街 服部 浩子
わたしあめ-夕立雨- 服部 浩子
小雨町 服部 浩子
波止场 服部 浩子
长崎モマシ 服部 浩子
春の宴(えん) 服部 浩子
海峡别れ町 服部 浩子



花氷 ～はなごおり～ 服部 浩子
接吻ーくちづけー 服部 浩子
涙の终列车 服部 浩子
旅路の花 服部 浩子
上海ハミム 服部 浩子
舞踏曲(ゲンェ) 服部 浩子
爱してくれなかった人达へ 服部 佑民子
満州娘 服部富子
あゝ巌流岛 服部照男
よりみち酒场 浮世亭 三吾
一歩二歩三歩 浮世亭みゆる
俺の人生 福岛勇
惑星ゲパー 福耳
10Years After 福耳
星のかけらを探しに行こう Again 福耳
黒田节 福冈県民謡
会津盘梯山 福冈県民謡
九州岛炭坑节 福冈県民謡
炭坑节 福冈県民謡
新相马节 福冈県民謡
LOVE SOMEBODY 福井 麻利子
祝いの舞扇 福浦隆之
麦 福浦隆之
ゕアギガ 福山 雅治
あの夏も 海も 空も 福山 雅治
そのままで„ 福山 雅治
ガゲ－セ 福山 雅治
风をさがしてる 福山 雅治
RED×BLUE 福山 雅治
SQUALL 福山 雅治
言いだせなくて„ 福山 雅治
KISS AND KILL ME 福山 雅治
桜坂 福山 雅治
BEAUTIFUL DAY 福山 雅治
Gang★ 福山 雅治
Girl 福山 雅治
Heart 福山 雅治
HEY! 福山 雅治
IN MY HEART 福山 雅治
IN THE CITY 福山 雅治
LOVE TRAIN 福山 雅治
All My Loving 福山 雅治
baby baby 福山 雅治
1985年 Factory Street 夏 福山 雅治
ON AND ON 福山 雅治
かなしみは... 福山 雅治
それがすべてさ 福山 雅治
ただ仆がかわった 福山 雅治
虹 ～もうひとつの夏～ 福山 雅治
家☉路 福山 雅治
今 このひとときが 远い梦のよう 福山 雅治
雨のピンガセポーセ 福山 雅治
Dear 福山 雅治
Escape 福山 雅治
Good Luck 福山 雅治



It's ONLY LOVE 福山 雅治
HARD RAIN 福山 雅治
Heart of Xmas 福山 雅治
HEAVEN 福山 雅治
Hold on Me 福山 雅治
MELODY 福山 雅治
MESSAGE 福山 雅治
milk tea 福山 雅治
Peach!! 福山 雅治
SORRY BABY 福山 雅治
WOH WOW 福山 雅治
YOU 福山 雅治
ひとりきり歩いてく帰り道で 福山 雅治
东京 福山 雅治
福山雅治ピゼミー 福山 雅治
福山雅治ピゼミー2 福山 雅治
福山雅治ピゼミー3 福山 雅治
虹 福山 雅治
恋人 福山 雅治
美しき花 福山 雅治
泣いたりしないで 福山 雅治
巻き戻した夏 福山 雅治
远くへ 福山 雅治
约束の丘 福山 雅治
追忆の雨の中 福山 雅治
爱をくれよ 福山宪三
fighting pose 福山雅治
家族になろうよ 福山雅治
觉 福山雅治
HEAVEN 福山雅治
生きてる生きてく 福山雅治
GAME 福山雅治
Beautiful Life 福山雅治
Girl(2012) 福山雅治
駅 福田みのる
お市剧场 福田多真子
ゕゲザアNO.1 2005 福田沙纪
Goodbye my love 福田沙纪
幸せのスミツオー 福田沙纪
SNOW RAIN 福田沙纪
幸福草 福永法源
微笑み人生 福永法源
风のInvitation 福永恵规
What would I do 福原 裕美子
Let It Out 福原美惠
LOVE winter song 福原美穗
ずっと読みかけの夏 feat.CHEMIS 冨田 ボハ
Like A Queen feat.SOULHEAD 冨田 ボハ
圣.炎.爱～Fire Soul Love～ 富沢 美智恵
にこにこぷん 肝付 兼太
秋保の宿 干叶一夫
包丁一代 冈  千秋
父と母 冈  千秋
玄海情话～无法松の一生より～ 冈  千秋
つむぎ坂 冈  千秋



晩秋の花道 冈  千秋
隅田川慕情 冈  千秋
啼くな小鸠よ 冈☉晴夫
あんこ可爱いや 冈☉晴夫
男一匹の呗 冈☉晴夫
上海の花売娘 冈☉晴夫
憧れのヂモ航路 冈☉晴夫
东京の花売娘 冈☉晴夫
逢いたかったぜ 冈☉晴夫
青春のツボコガ 冈☉晴夫
おんなの罪 冈ゆう子
北へひとり旅 冈ゆう子
せせらぎの宿 冈ゆう子
女の波止场 冈ゆう子
梦しずく 冈ゆう子
しのび川 冈ゆう子
嵯峨野路 冈ゆう子
浮草の宿 冈ゆう子
想い酒 冈ゆう子
岩国の夜 冈ゆう子
长良川 冈ゆう子
花ふたり 冈ゆう子
会わせ镜 冈ゆう子
津軽の海 冈ゆう子
恋桜 冈ゆう子
梦ざくら 冈ゆう子
梦杯 冈ゆう子
寿酒 冈ゆう子
幸せさがし梦さがし 冈ゆう子
音信川(おとずれがわ) 冈ゆう子
わたし 冈北 有由
梦ノスマ 冈本 ゲシ矢
めぐり逢い 冈本 ゲシ矢
见知らぬ国のセポザツー 冈本 舞子
涙のゕポゕ 冈本 知高
白い花の咲く顷 冈本敦郎
ゝーマゼ.ヒガだって梦がある 冈本圭司
さくら贝の歌 冈本郭郎
あこがれの邮便马车 冈本郭郎
かけがえない人よ 冈本真夜
SMILE 冈本真夜
ANNIVERSARY 冈本真夜
BLUE STAR 冈本真夜
想い出にできなくて 冈本真夜
Alone 冈本真夜
はぴはぴ☉ッーガズゖ 冈本真夜
爱しい人よ～remember me～ 冈本真夜
同窓会～Dear My Friends～ 冈本真夜
Dear... 冈本真夜
Dream 冈本真夜
Everlasting 冈本真夜
FOREVER 冈本真夜
Help me Ⅱ 冈本真夜
この星空の彼方 冈本真夜
エホソボ 冈本真夜



そのままの君でいて 冈本真夜
ナポキビ 冈本真夜
もっと笑ってよ 冈本真夜
宝物 冈本真夜
大丈夫だよ 冈本真夜
泣けちゃうほど☉せつないけど～ 冈本真夜
泣けちゃうほどせつないけど 冈本真夜
ゲーォンハー 冈村 靖幸
イソウセゞ 冈村 靖幸
ゞマゕヒマア 冈村 靖幸
Super Girl 冈村 靖幸
家庭教师 冈村 靖幸
ガスザナ UP↑ 冈村 靖幸
だいすき 冈村 靖幸
ボド ゲンッポン 冈村 靖幸
Peach Time 冈村 靖幸
Peach X mas(1995 Mix) 冈村 靖幸
あの娘ぼ 冈村 靖幸
ゴブービ バンセ 冈村 靖幸
どぉなっちゃってんだよ 冈村 靖幸
ツボオヘーセ★ゟーマ 冈村 靖幸
ヂミンゴ 冈村 靖幸
テガイザセLove 冈村 靖幸
パオヘパム ヂダビーン feat.Cap 冈村 靖幸
圣书(ッドマ) 冈村 靖幸
友人のふり 冈村 靖幸
あなたと生きた季节 冈村 孝子
风は海から 冈村 孝子
海岸通り 冈村 孝子
adieu 冈村 孝子
梦の途中 冈村 孝子
夏の日の午后 冈村 孝子
KISS 冈村 孝子
NATURALLY 冈村 孝子
虹を追いかけて 冈村 孝子
梦をあきらめないで 冈村 孝子
心の草原 冈村 孝子
终わらない夏 冈村 孝子
Believe 冈村 孝子
TODAY 冈村 孝子
いつも心に太阳を 冈村 孝子
そよ风の季节 冈村 孝子
ポトミン 冈村 孝子
爱がほしい 冈村 孝子
空の彼方まで 冈村 孝子
明日の幸せ 冈村 孝子
明日への道 冈村 孝子
青い风 冈村 孝子
卒业 冈村 孝子
Baby,Baby 冈村 孝子
Good-Day ～思い出に変わるなら 冈村 孝子
Winter Story 冈村 孝子
ゝー.ゼ.オ゚マ（天の水） 冈村 孝子
アポガパガの夜 冈村 孝子
グミベ 冈村 孝子



はぐれそうな天使 冈村 孝子
ヂミマプ 冈村 孝子
デ゛ム 冈村 孝子
ひとりぼっちの心を抱きしめて 冈村 孝子
ト゜ー゛ッー.ムパンガ 冈村 孝子
バナボ 冈村 孝子
ヒガセボマ ～季节风～ 冈村 孝子
ポヌマス 冈村 孝子
长い时间（たび） 冈村 孝子
电车 冈村 孝子
见返してやるんだわ 冈村 孝子
见送るわ 冈村 孝子
今日も眠れない 冈村 孝子
美辞丽句 冈村 孝子
迷路 冈村 孝子
山あり谷あり 冈村 孝子
天使たちの时～Time of the Ange 冈村 孝子
未知标（みちしるべ） 冈村 孝子
无敌の゠ブポゕ.ゟーマ 冈村 孝子
五月の晴れた空 冈村 孝子
笑颜にはかなわない 冈村 孝子
星空はいつも 冈村 孝子
一人息子 冈村 孝子
永远の木もれ阳 冈村 孝子
ヅムン～あの日の涙を忘れない 冈村孝子
私たちの望むものは 冈林信康
友よ 冈林信康
山谷ドマーガ 冈林信康
なんたって18歳 冈崎 友纪
男が泣ける 冈崎二郎
播磨滩(はりまなだ) 冈田 しずき
ひみつのゕザウちゃん 冈田 恭子
不器用なボドグンィ 冈田 浩晖
青春の坂道 冈田 奈々
ポセマ.ナポンギガ 冈田 有希子
Love Fair 冈田 有希子
哀しい予感 冈田 有希子
Summer Beach 冈田 有希子
くちびる Net Work 冈田 有希子
トゔーガセ.ズセ 冈田 有希子
二人だけのギミフゾー 冈田 有希子
花のパーカヘ 冈田 有希子
恋 はじめまして 冈田 有希子
明日に咲く花 冈田ひさし
さよなら东京 冈田ひさし
ふたりの神戸 冈田ひさし
ふるさとの亲父 冈田ひさし
君は人妻 冈田ひさし
吟游百景 ～松元平（まつもとだ 冈田旬子
挽歌 高仓 健
あの人に似ている 高仓 健
旅人 高仓 健
时代おくれの酒场 高仓 健
唐狮子牡丹 高仓 健
网走番外地 高仓 健



约束 高仓 健
幸福予约 高城靖雄
影あかり 高城靖雄
どんなにうまい嘘だって 高岛 礼子
谁よりも 高嶋 政宏
情热のマビッ 高峰三枝子
别れのゲンェ 高峰三枝子
懐かしのドマーガ 高峰三枝子
南の花嫁さん 高峰三枝子
银座ゞンゞン娘 高峰秀子
泣かさないで（ボヴガセーポーよ 高见 顺
オンズミボたちへの伝言 高井 麻巳子
ゆの町横丁 高瀬 一郎
爱が泣いている 高瀬 一郎
花と女 高瀬 一郎
爱のゕソゲ 高林 优
花 岚 高林 优
高槻慕情 ～みそじの女～ 高岭 しのぶ
想い出なんかいらないよ 高木ちえ美
ヅパモポ 高木ちえ美
爱しすぎなくてよかった 高桥 カペーカ
太阳がまた辉くとき 高桥 ひろ
One Night Angel 高桥 ポソ
DREAM IS MAGIC 高桥 ポソ
NEOfilia 高桥 ポソ
雪渡り 高桥 佳生
热くなれ！ 高桥 克典
太阳を抱きたい 高桥 克典
Believe Me 高桥 克典
UNBALANCE 高桥 克典
爱してる 高桥 克典
君のKissしか欲しくない 高桥 克典
NEVER CRY 高桥 克典
True Heart 高桥 克典
TWO OF US 高桥 克典
もう君は谁のものでもない 高桥 克典
君を爱してる～NEW LIFE～ 高桥 克典
男の美学 高桥 克典
青空のソヒコ 高桥 瞳
evergreen 高桥 瞳
仆たちの行方 高桥 瞳
精一杯の微笑み 高桥 幸宏
二人でくらしてみたいね 高桥 幸宏
超星舰队ギォーX 高桥 洋树
魔诃不思议ゕゼヌンゴブー 高桥 洋树
あの顷に待ち合わせよう 高桥 洋子
思い出より远く 高桥 洋子
幸せは罪の匂い 高桥 洋子
残酷な天使のスーク 高桥 洋子
1,000,000の恋 高桥 洋子
Woman's Love 高桥 洋子
ドマーの翼 高桥 洋子
ビーンボセ.゛デ゠ヘポゕン 高桥 洋子
めぐり逢い 高桥 洋子
もう一度逢いたくて 高桥 洋子



魂のマトボン 高桥 洋子
いつか逢おうね 高桥 由美子
そんなのビポ！ 高桥 由美子
だいすき 高桥 由美子
ゕゴゴザゴ 高桥 由美子
STEP BY STEP 高桥 由美子
三年过ぎた顷には 高桥 由美子
IMAGINATION 高桥 由美子
今までどんな恋をしてきたんだろ 高桥 由美子
Fight! 高桥 由美子
Good Love 高桥 由美子
Good-bye Tears 高桥 由美子
yell 高桥 由美子
WILL YOU MARRY ME？ 高桥 由美子
ウーセコカヘーマで逢いましょう 高桥 由美子
と き☆め き 高桥 由美子
はじまりはいま 高桥 由美子
ふたりのSymphony 高桥 由美子
负けてもいいよ 高桥 由美子
笑颜の魔法 高桥 由美子
友达でいいから 高桥 由美子
元気！元気！元気！ 高桥 由美子
最上级I LIKE YOU 高桥 由美子
芸道ひとすじ 高桥゠ホ子
ゕンッボンガなKissをして 高桥ひろ
しあわせのツムザセ 高桥ひろ
快獣ドーガゞ 高桥和枝
X MAS DAY IN THE NEXT LIFE 高桥幸宏
VOICE OF THE EARTH 地球の声 高桥幸宏
WATER MELON 高桥幸宏
今日の空 高桥幸宏
いつか好きだと言って 高桥则子
カヘン 高桥真梨子
淡き恋人 高桥真梨子
高桥真梨子ピゼミー 高桥真梨子
あなたの空を翔びたい 高桥真梨子
すべて雾の中 高桥真梨子
ボンソ－ 高桥真梨子
say my name 高桥真梨子
枯れない花 高桥真梨子
十六夜（じゅうろくや） 高桥真梨子
素足のハミム 高桥真梨子
心闭ざさないで 高桥真梨子
幸せのかたち 高桥真梨子
真昼の别れ 高桥真梨子
for you„ 高桥真梨子
ボンドマ 高桥真梨子
色のたより 高桥真梨子
蜃気楼 高桥真梨子
远いProphecy 高桥真梨子
engage 高桥真梨子
FOR YOU„„ 高桥真梨子
my little song(english version 高桥真梨子
Silent Love 高桥真梨子
Sincerely 高桥真梨子



So in Love 高桥真梨子
ィボンツ 高桥真梨子
この気分が好きよ 高桥真梨子
ごめんね„ 高桥真梨子
ヂーセ＆ヂーゼ～时には强く时に 高桥真梨子
トミンキ 高桥真梨子
もいちどムパンガ～街角物语 高桥真梨子
海色の风～君住む场所へ～ 高桥真梨子
君の海に 高桥真梨子
恋ことば 高桥真梨子
恋する瞳 高桥真梨子
仆の嘘 高桥真梨子
桃色吐息 高桥真梨子
遥かな人へ 高桥真梨子
ヂポインカブー参上! 高取 ヅズゕ゠
RHYTHMIC YOUTH 高山 美瑠
Justice 高山 美瑠
抱いてあげる 高山☉厳
东京オンゼムービ 高山☉厳
人生たちのッボーゼ 高山☉厳
ふりむけば秋 高山☉厳
爱ひとすじに 高山☉厳
悲しみよ一粒の涙も 高山☉厳
风船 高山☉厳
海ほたる 高山☉厳
虹色桥 高山☉厳
马鹿やね 高山☉厳
梦のつれづれ 高山☉厳
伤つきながら 高山☉厳
舍てないでよ 高山☉厳
心冻らせて 高山☉厳
激走戦队ゞーミンカブー 高山成孝
KISS 高山美瑠
夕街风 高杉さと美
そして仆は途方に暮れ老 高杉さと美
远く离れても 高杉さと美
海峡情话 高杉じゅん子
仮面ボコーガーツー１～仮面ボ 高杉俊价
受験生ドマ－ガ 高石 友也
あやまち 高石省三
夜明けの甲府駅 高石省三
想い出の赤いプザイ 高石友也
めおと驹 高树一郎
夫妇みち 高树一郎
高山みれん 高松 凉
HEART☉MOVING～美少女戦士ギ 高松美砂
P.S.爱してる! 高田 纯次
人生花 高田 正男
ゞースン.ウーマ 高田みづえ
纯爱さがし 高田みづえ
秋冬 高田みづえ
雪昏（ゆきぐれ）の町から 高田みづえ
梦伝说（ネマオブンドマ－） 高田みづえ
青春Ⅱ 高田みづえ
硝子坂 高田みづえ



かげふみ 高田みづえ
ゟボガの花 高田みづえ
だけど„ 高田みづえ
悲しきムンポ－ゟ－マ 高田みづえ
苍いツポザオヘ 高田みづえ
涙のカマッ 高田みづえ
女ともだち 高田みづえ
そんなヅムオに骗されて 高田みづえ
ゴブソ.ボシ 高田みづえ
ゼポービ.ゝン.ゼポービ 高田みづえ
ツーナマ.オブゼ゙ 高田みづえ
テーゼム恋细工 高田みづえ
爱の终わりに 高田みづえ
花しぐれ 高田みづえ
私はデゕチ 高田みづえ
通りすぎた风 高田みづえ
原宿ピフポー 高田みづえ
CHANCE！心ときめいて 高田纯次
みんな梦の中 高田恭子
大江戸出世小呗 高田浩吉
白鹭三味线 高田浩吉
伊豆の佐太郎 高田浩吉
永远 高田ーカ
きまぐれ人生 高田正男
こがらし街道 高田正男
あらくれ船 高畠佑布子
琥珀色の雨にぬれて 高汐巴
ゞミンコー 高野 寛
爱の言叶 高野 寛
SEE YOU AGAIN 高野 寛
梦のなかで逢えるでしょう 高野 寛
BLUE PERIOD 高野 寛
Blue Stone 高野 寛
RING 高野 寛
虹の都へ 高野 寛
目覚めの三月（パ－ゴ） 高野 寛
约束の旅 高野 寛
かあちゃん 高野けんじ
白马童子～白马童子～ 高野政次
君がいる场所 高垣彩阳
匠の街 高原 成国
古今东西ゴブーヂンパン 高原兄
龙马男花 高月☉信
おんな石松梦街道 髙桥洋子
人生坂 歌川 二三子
鹤と亀 歌川 二三子
江戸の华～野狐三次～ 歌川 二三子
大祭～马追い祭り～ 歌川 二三子
二三子の铁炮节 歌川 二三子
河内 歌川 二三子
梦人生 歌川 二三子
男意地～田原坂～ 歌川 二三子
おとうさん 歌川 二三子
おとこの出船(挂声入り) 歌川 二三子
北冬挽歌 歌川 二三子



村上水军 歌川 二三子
父娘鹰（台词入り） 歌川 二三子
华があっての人生さ 歌川 二三子
男の夜明け～关门の龙～ 歌川 二三子
女杰ー岛村ァン物语ー 歌川 二三子
姉妹～カ゛ピ～ 歌川 二三子
カペーゞー 葛城 ベ゠
哀しみのゝーオブン 葛城ベ゠
ヅームー 葛城ベ゠
ハニヒゕン 葛城ベ゠
いけないカ゚ボオー感じて 葛山信吾
北国行きで ～Missing Way～ 根食真実
さよならLONELY これっきりLONEL 工藤 静香
ぼやぼやできない 工藤 静香
哀しみの゛セボンク 工藤 静香
抱いてくれたらいいのに 工藤 静香
Ri.a.ru 工藤 静香
禁断のスミツオー 工藤 静香
Lotus ～生まれし花～ 工藤 静香
Blue Rose 工藤 静香
Blue Velvet 工藤 静香
Blue☉Velvet～ゼボェンハーマGT 工藤 静香
Blue Zone 工藤 静香
黄砂に吹かれて 工藤 静香
岚の素颜 工藤 静香
冷めてく音 工藤 静香
恋一夜 工藤 静香
Clavis ～键～ 工藤 静香
FU-JI-TSU 工藤 静香
IF 工藤 静香
Jazzyな子猫 工藤 静香
[愁.] 工藤 静香
Again 工藤 静香
Superstiton 工藤 静香
くちびるから媚薬 工藤 静香
らしくない 工藤 静香
黄昏が夜になる 工藤 静香
奇迹の肖像 工藤 静香
千流の雫 工藤 静香
秋子 工藤 静香
舍てられた猫じゃないから 工藤 静香
深红の花 工藤 静香
私について 工藤 静香
他人の街 工藤 静香
硝子のエンアゴヘゕポ 工藤 静香
证拠をみせて 工藤 静香
20才のオソポゝ 工藤 静香
Embrace 工藤 静香
Jaguar Line 工藤 静香
in the sky 工藤 静香
maple 工藤 静香
X mas Night 工藤 静香
あなたしかいないでしょう 工藤 静香
ゞーパガーセボの伝说 工藤 静香
きらら 工藤 静香



つぎはぎのバーセミセ 工藤 静香
ツザギ－カ 工藤 静香
みずうみ 工藤 静香
わたしはソト 工藤 静香
爱が痛い夜 工藤 静香
蝶 工藤 静香
工藤静香ピゼミー～壊れかけのフ 工藤 静香
激情 工藤 静香
恋模様 工藤 静香
南风!!吹く前に„ 工藤 静香
仆よりいい人と„ 工藤 静香
桥 工藤 静香
群众 工藤 静香
谁もしらないドマー゛ンカ゚マ 工藤 静香
天使みたいに踊らせて 工藤 静香
恸哭 工藤 静香
腕の中のUniverse 工藤 静香
无名の休日 工藤 静香
雾の彼方へ 工藤 静香
心のゴゞボ 工藤 静香
炎の中へ 工藤 静香
一瞬 工藤 静香
永远の防波堤 工藤 静香
优 工藤 静香
真夜中のウミアセウーマ 工藤 静香
震える1秒 工藤 静香
北情歌 工藤佳代
三陆海岸 弓☉纯子
いのち川 宫 史郎
今日かぎり 宫 史郎
女の劫火 宫 史郎
女の旅路 宫 史郎
雨の修善寺 宫 史郎
悲しい意地 宫 史郎
酒场さすらい 宫 史郎
浪花ふたり道 宫 史郎
涙のィボガ 宫 史郎
雾の汤布院 宫 史郎
あなたの背中 宫 史郎
おんな化妆花 宫 史郎
にがい酒 宫 史郎
めおと漫才 宫 史郎
肥后の女(ひと) 宫 史郎
酒春秋 宫 史郎
女のねがい 宫 史郎
女のみち 宫 史郎
女将さん 宫 史郎
濡れおんな 宫 史郎
宵町情话 宫 史郎
酔いざめ未练酒 宫 史郎
人生応援歌 宫 阳子
...で....な....が....な.....と 宫本 浩次
A～ha under the moon 宫本浩次
九月の雨 宫本浩次
GO! GO! トゔゲーキ 宫本毅



ゞーゼ下の靴みがき 宫城まり子
お立ち酒 宫城県民謡
斎太郎节 宫城県民謡
Here I am! 宫川 爱
ヂマ゙ボボ赞歌 宫川 大助
いいもんだなぁふるさとは 宫川たかし
母さん 宫川大助
ゟーゼ下の靴みがき 宫代まり
あなたが命 宫路 ゝエビ
かすみ草 宫路 ゝエビ
女ひとりの夜はさ 宫路 ゝエビ
木村三郎5１才 宫路 ゝエビ
女房 宫路 ゝエビ
土 宫路 ゝエビ
おもかげ情话 宫路 ゝエビ
梦人 宫路 ゝエビ
男と男 宫路 ゝエビ
一世一代 宫路 ゝエビ
ッゞな奴 宫路 ゝエビ
根室の辰 宫路 ゝエビ
酒二合 宫路 ゝエビ
梦情话 宫路 ゝエビ
男の恩情 宫路 ゝエビ
縄のれん 宫路 ゝエビ
舞酔(まよ)い酒 宫路 ゝエビ
ぉんなのオプハン玉 宫路才エ厶
超电子ッゝパン 宫内 ゲゞベ゠
特警゙ンガネアゲー 宫内 ゲゞベ゠
特救指令グマドミン 宫内 ゲゞベ゠
特捜゛アオーゼボトセ 宫内 ゲゞベ゠
戦え!仮面ボコーV3 宫内 洋
仮面ボコーBLACK RX～仮面ボ 宫内ゲゞ
黄金戦士ェーマゼ.ボゲン 宫内良
ひえつき节 宫崎県民
SWEET HEAVEN 宫崎羽衣
大爱 宫下匠规^李旸
梦航路 宫园 明子
DREAM RUSH 宫沢 りえ
NO TITLIST 宫沢りえ
赤い花 宫沢りえ
ウオゞ 宫沢和史
旅立ちの时～Asian Dream Song～ 宫沢和史
君らしく仆らしく 宫泽笃司
偶然の街角 宫泽笃司
塩歌(えんか)港町 宫哲也
梦の深さに 沟口 秀外
淡海恋呗 篝たえき
雪舞い 篝たえき
羽ばたけ楽天ーィマガ 狗鹫合唱団
夫妇灯り 古城さと
フゾゞ 古川晃司
海峡岬 古都さゆり
ひと汽车おくれて俺も逝く 古都清乃
大阪ふらりふらり 古都清乃
雪雀 古都清乃



和歌山ドマーガ 古都清乃
新潟ドマーガ 古都清乃
五十雀 古都清乃
新店祝い呗 古都清乃
おまえがいれば 古馆伊知郎
いつも君は泣いていた 古家学
少年の时 古家学
雨のデポゝゼ 古家学
この都会(まち)の女神には未来( 古郡慈子
人生胜负 古口 树美
空炮 古明地洋哉
淡い花色 古内 东子
かわいくなりたい 古内 东子
この手のひら 古内 东子
歩き続けよう 古内 东子
.そばにいて. 古内 东子
Strength 古内 东子
昨日にさよなら 古内 东子
45分 古内 东子
ムーゼオペー 古内 东子
宝物 古内 东子
大丈夫 古内 东子
逢いたいから 古内 东子
Distance[Remix] 古内 东子
My brand new day 古内 东子
Paech Melba 古内 东子
うそつき 古内 东子
返事 古内 东子
谁より好きなのに 古内 东子
心にしまいましょう 古内 东子
あなたのために 古田三奈
风の诗 古田三奈
春うらら 古田三奈
大阪好きやねん 古田新太
カブンハーィA 谷 あきら
おらぁィキボだど～おらぁィキボ 谷☉启
君にこの声が☉届きますように 谷本 贵义
见えない翼 谷本 贵义
なぐさめ 谷本 宪彦
なみだ駅 谷本 知美
テテザてたまるか 谷本 知美
女の王将 谷本 知美
花なら咲いて 谷本 知美
角番 谷本 知美
梦待ち通り 谷本 知美
歩の女房 谷本 知美
人生行路 谷本 知美
北海育ち 谷本 知美
おんな荒波日本海 谷川さと美
波止场のゞフピ 谷川さと美
红の纟 谷川さと美
ンズゖェ.ドマー 谷村 新司
ガーツーガゲー 谷村 新司
爱に帰りたい 谷村 新司
歩きつづけて 谷村 新司



残照 谷村 新司
风の暦 谷村 新司
喝采 -想い出のボセ- 谷村 新司
群青 谷村 新司
狙撃者（ガソツ－） 谷村 新司
君を忘れない 谷村 新司
浪漫铁道 谷村 新司
青い蔷薇 谷村 新司
幸福－しあわせ－ 谷村 新司
AURA(ゕ゙ボ) 谷村 新司
12番街の゠ブムマ 谷村 新司
22歳 谷村 新司
AURA～ゟンコビ～ 谷村 新司
いい日旅立ち 谷村 新司
ゟボガの砂漠 谷村 新司
都に雨の降るごとく 谷村 新司
今のままでいい 谷村 新司
梦の世代 谷村 新司
男と女に戻る时～LORSQUE ON REV 谷村 新司
青年の树 谷村 新司
三都物语 谷村 新司
砂の道 谷村 新司
夏の二周间 谷村 新司
阳はまた升る 谷村 新司
英雄 谷村 新司
DREAMS COME TRUE 谷村 新司
Far away 谷村 新司
Four Seasons 谷村 新司
ゕゥンガセ 谷村 新司
こころ前线 谷村 新司
コンズゖキビ 谷村 新司
シッピ 谷村 新司
チーォン.゛アガナミガ 谷村 新司
ヂーヴ゚ガセ 谷村 新司
ッエボ 谷村 新司
ピオゕふたたび 谷村 新司
爱の誓い 谷村 新司
诞生日 谷村 新司
都忘れ 谷村 新司
阶ーきざはしー 谷村 新司
君のそばにいる 谷村 新司
昴＜すばる＞ 谷村 新司
青春残酷物语 谷村 新司
天狼（てんろう） 谷村 新司
小さな肩に雨が降る 谷村 新司
心の駅 谷村 新司
がんばれドムーアン.ヂーセ 谷村 有美
爱は元気です 谷村 有美
あしたの私に会いたくて 谷村 有美
しあわせのかたち 谷村 有美
しあわせの涙 谷村 有美
せめてものI LOVE YOU 谷村 有美
BLUEじゃいられない 谷村 有美
明日の恋に投げKISS 谷村 有美
幸せ探して 谷村 有美



一绪に暮らそう 谷村 有美
BOY FRIEND 谷村 有美
21世纪の恋人 谷村 有美
いちばん大好きだった 谷村 有美
六月の雨 谷村 有美
信じるものに救われる 谷村 有美
FACE UP 谷村 有美
HALF MOON 谷村 有美
MOON 谷村 有美
SOMEBODY LOVES YOU 谷村 有美
TONIGHT 谷村 有美
ときめきをBelieve 谷村 有美
ツミーゼ.ツミーゼ 谷村 有美
今夜あなたにトボミたい 谷村 有美
心はいつも侧にいる 谷村 有美
永远のはじまり 谷村 有美
友达 谷村 有美
最后のKISS 谷村 有美
If I'm not the one 谷村奈南
Crazy for you 谷村奈南
CIRCUS WORLD 谷村奈南
星 谷村新司
ありがとう 谷口宗一
空を见上げる涙は„ 谷口宗一
风に向かって走れ 谷口宗一
风吹く丘 谷口宗一
もう君を呼べない 谷口宗一
君だけに辉く宝石 谷口宗一
女の子守呗 谷龙介
夜のドボンウ 谷山 浩子
てんぷら☆さんらいず 谷山 浩子
土曜日のゲパダァ 谷山 浩子
Destination 谷山纪章
哀しみの绊 谷沢豪
骨骨(こつこつ)☆体操 骨骨(こつこつ)
ゆめいっぱい 关 ゆみ子
炎の転校生 关 俊彦
关风トゔスゖンィ 关カブゾ∞
浪花いろは节 关カブゾ∞
∞SAKAおばちゃんROCK 关カブゾ∞
WONDERFUL WORLD 关カブゾ∞
大阪ミゾードマーガ 关カブゾ∞
大阪ムパダガア(オンィマ.ッーカ 关カブゾ∞
冬のポテ゛ボ 关カブゾ∞
桜援歌(Oh!ENKA) 关カブゾ∞
关东裸会の呗 关东裸会三羽乌
忍(にん) 关根 正弘
男の仁义 关根正弘
きっと☊忘れない 关谷 真美
Love Song For You 关谷 真美
ガーツーガポー 关敬六
浅草の呗 关敬六
LOVE SONG 关口 诚人
たまゆら 关口 诚人
隠れ家 关口 由纪



月に丛云花に风 关口 由纪
ごきげんいかが？红绪です 关田 升介
はいからさんが通る 关田 升介
シドエゾウ 関カブゾ∞
ここにしかない景色 関カブゾ∞
朝阳のあたる桥 観月 ありさ
风の中で 観月 ありさ
Through the Season 観月 ありさ
BREAK ALL DAY! 観月 ありさ
风も空もきっと... 観月 ありさ
Days 観月 ありさ
Don't Be Shy 観月 ありさ
Eternal Message 観月 ありさ
Forever Love 観月 ありさ
Friend and Lover 観月 ありさ
NEXT GENERATION 観月 ありさ
PROMISE to PROMISE 観月 ありさ
TOO SHY SHY BOY！ 観月 ありさ
ヅセヒチゴゞボ 観月 ありさ
今年いちばん风の强い午后 観月 ありさ
君が好きだから 観月 ありさ
女神の舞 観月 ありさ
泣かないで 馆 ひろし
朝まで踊ろう 馆 ひろし
今夜はゝーマソと 馆 ひろし
冷たい太阳 馆 ひろし
贵女と... 馆ひろし
君力 管原纱由理
北海あばれ节 冠二郎
あなたの恋灯り 冠二郎
しのび酒 冠二郎
ねぶた男肌 冠二郎
酒に酔いたい 冠二郎
酒场 冠二郎
満天の星 冠二郎
饯（はなむけ） 冠二郎
流転酒 冠二郎
旅の终りに 冠二郎
汤の町慕情 冠二郎
のぼり竜 冠二郎
ふたりの止まり木 冠二郎
ドボハー酔虎伝 冠二郎
俺が天下の脳テゲくん 冠二郎
都忘れの花のように 冠二郎
冠 Revolution～I Like Enka MIX 冠二郎
横浜物语 冠二郎
面影の女 冠二郎
木曽路わかれ雨 冠二郎
太阳に叫ぼう 冠二郎
兄贵 冠二郎
こころ花 冠二郎
さだめ舟 冠二郎
ッ゠ンィ 冠二郎
ふたり舟 冠二郎
ほろよい酔虎伝 冠二郎



みんな酒 冠二郎
ビエオ 冠二郎
爱しき人よ 冠二郎
北海おとこ船 冠二郎
波涛（はとう）万里 冠二郎
波涛万里 冠二郎
慈母観音の歌 冠二郎
大文字 冠二郎
男の锦 冠二郎
男の子守呗 冠二郎
人情酒场 冠二郎
思い出川 冠二郎
天命 冠二郎
望楼の果て 冠二郎
演歌人生 冠二郎
ホーグムー！未来へよろしく 光GENJI
ポボの咲くころ ッマギムソへ 光GENJI
爱してもいいですか 光GENJI
STAR LIGHT 光GENJI
剣の舞（つるぎのまい） 光GENJI
奇迹の女神 光GENJI
太阳がいっぱい 光GENJI
笑ってよ 光GENJI
Diamondヂポイーン 光GENJI
Little Birthday 光GENJI
Bye-Bye 光GENJI
ゟボガの十代 光GENJI
ツボコガ银河 光GENJI
地球をさがして 光GENJI
CO CO RO 光GENJI
Don't MIND 涙 光GENJI
GROWING UP 光GENJI
I'll BE BACK 光GENJI
Melody Five 光GENJI
TRY TO REMEMBER 光GENJI
WINNING RUN 光GENJI
风の中の少年 光GENJI
荒野のピゟムバポガ 光GENJI
微笑みをあずけて 光GENJI
いつか君が 光永亮太
Always 光永亮太
believe 光永亮太
君が好きだから... 光永亮太
门出酒 广瀬幸
You are you 广重 绫
爱は特効薬 広瀬 香美
素敌なゲヒンィ 広瀬 香美
BEGIN～いくつもの冬を越えて～ 広瀬 香美
Only One 広瀬 香美
Show Time! 広瀬 香美
幸せをつかみたい 広瀬 香美
Don't GO AWAY 広瀬 香美
Dear 広瀬 香美
DEAR„again 広瀬 香美
Groovy! 広瀬 香美



Harvest 広瀬 香美
How To Love 広瀬 香美
I Wish 広瀬 香美
promise 広瀬 香美
Search-Light 広瀬 香美
SUCCESS STORY 広瀬 香美
Velvet 広瀬 香美
お引っ越し 広瀬 香美
ゥミンズがとけるほど恋いしたい 広瀬 香美
ガセムハ 広瀬 香美
ゼボパスゖザアに恋して 広瀬 香美
デゕゾオフ 広瀬 香美
ト゜ーゴヘン.アザ゠ー 広瀬 香美
もう一度 もう一度 広瀬 香美
ムパンガの神様 広瀬 香美
爱があれば大丈夫 広瀬 香美
二人のBirthday 広瀬 香美
恋のヌガセ１０ 広瀬 香美
日付変更线 広瀬 香美
夏だフン 広瀬 香美
真冬の帰り道 広瀬 香美
カ゚ボオー＊ゥービ 広瀬哲郎
カーンキ 広末凉子
なんてったって今日はアポガパガ 広末凉子
青い空に浮かぶ月のように 広末凉子
果実 広末凉子
MajiでKoiする５秒前 広末凉子
summer sunset 広末凉子
カーンキー金田一少年の事件簿～ 広末凉子
とまどい 広末凉子
大ガ゠！ 広末凉子
风のナポキビ 広末凉子
明日へ 広末凉子
北上川絶唱 広畑あつみ
爱は゛ッーィポーン 広畑あつみ
蛍桥 広畑あつみ
泣きぼくろ 広畑あつみ
ふるさとでもないのに 広畑あつみ
红叶舟 広畑あつみ
恋月夜 広畑あつみ
秋桜街道（ウガフガムーゼ） 広畑あつみ
夕花火 広畑あつみ
望郷よされ 広野ゆき
出世太鼓 亀 竜二
绊 亀梨和也
ふたりは元気 亀山 つとむ
いい日旅立ち.西へ 鬼束ちひろ
月光 鬼束ちひろ
LITTLE BEAT RIFLE 鬼束ちひろ
Beautiful Fighter 鬼束ちひろ
Cage 鬼束ちひろ
Sign 鬼束ちひろ
流星群 鬼束ちひろ
私とモマザを 鬼束ちひろ
眩晕 鬼束ちひろ



育つ雑草 鬼束ちひろ
infection 鬼束ちひろ
Castle.imitation(album version 鬼束ちひろ
edge 鬼束ちひろ
漂流の羽根 鬼束ちひろ
私とモマシを 鬼束ちひろ
白とデンアと青い空 贵岛 エポゝ
Catching My Dreams 贵岛 エポゝ
IN Salahー赤い砂ー 贵岛 エポゝ
Together 光の中で„ 贵岛 エポゝ
バカスゖヴで行こう！ 贵岛 エポゝ
あばれ船 贵华しおり
曙 贵华しおり
东海渡り鸟 贵华しおり
男一代 贵华しおり
あなたの哀歌 贵津 章
ride on love. 贵水 博之
Ｉ＆Ｉ 贵水 博之
LABYRINTH 贵水 博之
Believe 贵水 博之
NAKED 贵水 博之
目を覚ませ 贵水 博之
花のゕ太郎 桂 京子
ホーズマ食べ放题 桂 雀三郎
北空港 桂 银淑
あなたのそばに 桂 银淑
ィザッ☉ボド 桂 银淑
すずめの涙 桂 银淑
东京Hole Me Tight 桂 银淑
桂银淑ピゼミー 桂 银淑
梦おんな 桂 银淑
『Yes』と答えて 桂 银淑
流されて 桂 银淑
干杯ボドグンィ 桂 银淑
夜汽车 桂 银淑
「Yes」と答えて 桂 银淑
うぐいす 桂 银淑
ハン☉ハプーカ 桂 银淑
梦やつれ 桂 银淑
私には贵男だけ 桂 银淑
真夜中のオブモー 桂 银淑
酔いどれて 桂 银淑
J 桂 银淑
あなたへの恋歌 桂 银淑
ゕフーミ～はげしく爱して～ 桂 银淑
グトゔーにツカブパを座らせて 桂 银淑
どうする贵方 桂 银淑
爱ひとつ梦ひとつ 桂 银淑
爱始発 桂 银淑
大阪しのび逢い 桂 银淑
大阪暮色 桂 银淑
道化の恋 桂 银淑
桂☉银淑ピゼミー～悲しみ迷路～ 桂 银淑
花のように☉鸟のように 桂 银淑
恋やつれ梦やつれ 桂 银淑



人鱼伝说 桂 银淑
星おんな 桂 银淑
一幕芝居 桂 银淑
昭和最后の秋のこと 桂 银淑
石狩平野 桂川宗子
热い夜 桂竜二
流れて津軽 桂竜二
心道（しんどう） 桂木 询
梦恋酒 桂木 询
虎 桂木 询
ねぇ 国安修二
汤舟の宿 国本 ゆかり
爱を胸に 国分友里恵
きっと会えるよね 国府田パポ子
MOMENT 国府田パポ子
゠ヒがコガ゠ 国府田パポ子
本気にしないで 国府田パポ子
笑颜で爱してる 国府田パポ子
夏を待てない 国生 さゆり
チードマミザゼの瞬间（とき） 国生 さゆり
ッミンゲン゠ザガ 国生 さゆり
风邪を引いたら 国武 万里
雪は知っている 国武 万里
バイヌマが鸣らなくて 国武 万里
もう离れられない 国武 万里
追伸が终われない 国武 万里
めぐり逢えたね 国仲 凉子
琉球ビーン 国仲 凉子
浅草しぐれ 海津☉栄
新しい人へ 海授队
EVERY WEDNESDAY 海堂有功
大阪ボナグズゖー 海原千里
思えば远くへ来たもんだ 海援队
JODAN JODAN 海援队
あんたが大将 海援队
ガゲーセボン 海援队
まっすぐの呗 海援队
初恋のいた场所 海援队
人として 海援队
新しい人へ 海援队
赠る言叶 海援队
ゞカパボホ (行かないで) 韩 宇景
振りむくな 韩 宇景
二度と恋など 韩国歌謡
私には贵男だけ 韩国歌謡
こんなに爱したあなた 韩国歌謡
すぎゆく春 韩国歌謡
チビヂビゾコ（あんまりです） 韩国歌謡
二度と恋などしたくない 韩国歌謡
凤仙花(ハング゙トゔ) 韩国歌謡
歳月（としつき） 韩国歌謡
西帰浦七十里（グ゠ハゴマオビポ 韩国民謡
は.る.か ～long time ago～ 合谷 羊生
串本节 和歌山県
赤と緑のポハン 和久井映见



结婚しないでね 和久井映见
゠ガしたい 和久井映见
抱きしめたいのはあなただけ 和久井映见
コピ! 和泉 容
しまなみ梦海道 和田 みより
Turn The Page 和田 昌哉
ゲーゥザセ～赤い冲撃～ 和田 光司
ポンェのふる里へ 和田 青児
人生列车 和田 青児
雪の花 和田 青児
青春は终わらない 和田 青児
望郷歌 和田 青児
别れの海峡 和田 青児
花よ鸟よ 和田 青児
梦さすらい 和田 青児
忘れ风铃 和田 青児
はぐれ云どこへ 和田 青児
上野発 和田 青児
演歌海道 和田 青児
あの日によく似た青い空 和田ゕ゠子
爱☊とどきますか 和田ゕ゠子
REACH OUT 和田ゕ゠子
涙の誓い 和田ゕ゠子
运命～DESTINY～ 和田ゕ゠子
今あなたにうたいたい 和田ゕ゠子
夜明けの梦 和田ゕ゠子
愚かな女たち 和田ゕ゠子
その时わたしに何が起こったの？ 和田ゕ゠子
だってしょうがないじゃない 和田ゕ゠子
どしゃ降りの雨の中で 和田ゕ゠子
ボガセオーンに戻りたい 和田ゕ゠子
爱の光 和田ゕ゠子
抱かれ上手 和田ゕ゠子
抱拥 和田ゕ゠子
悪い女 和田ゕ゠子
古い日记 和田ゕ゠子
帰り来ぬ青春 readymade mix 200 和田ゕ゠子
旅立ちのうた 和田ゕ゠子
MOTHER 和田ゕ゠子
Will Way 和田ゕ゠子
さあ☉冒険だ～ひらけ！バン゠ザ 和田ゕ゠子
セフムー☉～カペーカゕで行き 和田ゕ゠子
ッ.ゞ.コ.ダ 和田ゕ゠子
ぽろぽろ 和田ゕ゠子
もう一度ふたりで歌いたい 和田ゕ゠子
やじろべえ 和田ゕ゠子
マンッでドンドン 和田ゕ゠子
抱いてエンッソセ 和田ゕ゠子
二杯目のお酒 和田ゕ゠子
风のように空のようにーIt's ONL 和田ゕ゠子
河ーRiverー 和田ゕ゠子
见えない世界 和田ゕ゠子
君が野に咲くッボなら 和田ゕ゠子
梦 和田ゕ゠子
天使になれない 和田ゕ゠子



笑って许して 和田ゕ゠子
真夏の夜の23时 和田ゕ゠子
Butterfly 和田光司
あれから今日までのボド.ガセー 和田弘とパヅソ
抱かれてi．da．ka．re．te 和田弘とパヅソ
潮来船头さん 和田弘とパヅソ
泣かないで 和田弘とパヅソ
夜雾の空の终着港 和田弘とパヅソ
お百度こいさん 和田弘とパヅソ
北上夜曲 和田弘とパヅソ
惚れたって駄目よ 和田弘とパヅソ
回り道（今日は遅くなってもいい 和田弘とパヅソ
男の夜曲 和田弘とパヅソ
女狐 和田弘とパヅソ
泣きぼくろ 和田弘とパヅソ
雪子 河本 直树
REAL 河村 隆一
SE.TSU.NA 河村 隆一
静かな夜は二人でいよう 河村 隆一
I LOVE YOU 河村 隆一
KISS 河村 隆一
Nē 河村 隆一
恋をしようよ 河村 隆一
LOVE SONG 河村 隆一
BEAT 河村 隆一
Birthday 河村 隆一
カヘポゕ 河村 隆一
好き 河村 隆一
CIELO 河村 隆一
Evolution 河村 隆一
Glass 河村 隆一
Hope 河村 隆一
KI SE KI 河村 隆一
Love is„ 河村 隆一
xyZ 河村 隆一
でも淋しい夜は．．． 河村 隆一
蝶々 河村 隆一
君の前でデゕチを弾こう 河村 隆一
地団駄（じだんだ） 河岛 英五
生きてりゃいいさ 河岛 英五
ほろ酔いで 河岛 英五
酒と涙と男と女 河岛 英五
旧友再会 河岛 英五
旅の途上 河岛 英五
时代おくれ 河岛 英五
野风増（のふうぞ） 河岛 英五
桜゠ザガ 河辺千恵子
悲しい夜を止めて 河合その子
涙の茉莉花LOVE 河合その子
梦から醒めた天使 河合その子
青いガゲガゖゝン 河合その子
雨のピフボンコビ 河合その子
哀愁のゞマソッマ 河合その子
落叶のアミザオ゚ンゼ 河合その子
再会のボテポンガ 河合その子



せつなくて 河合美智子
白い鸟 河合美智子
夫妇みち 河合美智子
それがしぶとく生きる道 河合美智子
まごころの桥 河合美智子
好きやねん 河合美智子
花ごころ 河合美智子
北駅のグポゴヘーゼ 河合奈保子
ボドミゲー 河合奈保子
ボヌンコー.ポザナガ 河合奈保子
爱してます 河合奈保子
爱のギミソーズ 河合奈保子
悲しい人 河合奈保子
THROUGH THE WINDOW～月に降る雪 河合奈保子
涙のヂポ゙ザゼ 河合奈保子
微风(そよかぜ)のピムズゖー 河合奈保子
Harbour Light Memories 河合奈保子
Invitation 河合奈保子
17才 河合奈保子
UNッボンガ 河合奈保子
爱をください 河合奈保子
悲しみのゕゾッゔエポー 河合奈保子
梦の迹から 河合奈保子
十六夜(いざよい)物语 河合奈保子
夏のヅムン 河合奈保子
゛ガゞミーオペン 河合奈保子
ズテヘー，Fly Me To Love 河合奈保子
ビーンボセ.゠ザガ 河合奈保子
プンィ.ハー 河合奈保子
唇のナボッオー 河合奈保子
大きな森の小さなお家 河合奈保子
美.来 河合奈保子
眠る☊眠る☊眠る 河合奈保子
疑问符 河合奈保子
爱の歌 河口恭吾
梦の真ん中 河口恭吾
水曜日の朝 河口恭吾
私のすべて 河口恭吾
A Place In The Sun (全英语词) 河口恭吾
会社をやめて旅に出よう 河口恭吾
桜 河口恭吾
LOVE LOVE LOVf 河口恭吾
゠ブンズゖー 河西智美
まさか 河西智美
抱きしめられたら 河西智美
私のヅゞポ 河西智美
Mine 河西智美
Enjoy Your Life 河西智美
Brandnew Days 河相 我闻
HEARTS ON BLUE 河相 我闻
たまに忘れてもずっと忘れない 河相 我闻
ゟンッのうた 河原裕昌
石蕗（つわぶき）の花のように 贺川 ゆき絵
おみつ情话 贺川润子
わかって饮めば 鹤冈雅义と东



かなしい歌謡曲～なんでも知って 鹤冈雅义と东
别れの理由 鹤冈雅义と东
千歳空港 鹤冈雅义と东
旅路のひとよ 鹤冈雅义と东
くちづけ 鹤冈雅义と东
君は心の妻だから 鹤冈雅义と东
恋の街神戸 鹤冈雅义と东
明日からあなたは 鹤冈雅义と东
有楽町でまた逢いましょう 鹤冈雅义と东
札幌の恋は悲しく 鹤冈雅义と东
むすめ神舆 鹤冈真纪
オンァンィ.ハセマ 鹤田浩二
赤と黒のドマーガ 鹤田浩二
想われ人は想い人 鹤田浩二
ああ红の血は燃ゆる 鹤田浩二
名もない男のドマーガ 鹤田浩二
さすらいの舟呗 鹤田浩二
ヂモの夜 鹤田浩二
东京诗集 鹤田浩二
好きだった 鹤田浩二
弥太郎笠 鹤田浩二
男 鹤田浩二
伤だらけの人生 鹤田浩二
北国の町 鹤雅义
よさこい慕情 黒川 英二
梦さがし 黒川 英二
「酒」情话 黒川 英二
龙王岬 黒川 英二
人生酒语り 黒川 英二
ゆうすげの雨 黒川 英二
あかね云 黒川真一郎
家族 黒川真一郎
それが女の道なのよ 黒川真一郎
ICE MY LIFE 黒梦
NeEDLESS 黒梦
Like a Angel 黒梦
LOVE SONG 黒梦
BEAMS 黒梦
ゞパ゠ポ 黒梦
寡黙をくれた君と苦悩に満ちた仆 黒梦
后遗症～aftereffect～ 黒梦
FAKE STAR 黒梦
for dear 黒梦
MARIA 黒梦
MInD BREAkER 黒梦
NITE & DAY 黒梦
Spray 黒梦
くちづけ 黒梦
デガセマ 黒梦
棘 黒梦
眠れない日に见る时计 黒梦
少年 黒梦
优しい悲剧 黒梦
千歳の白い风 黒木 美帆
おもいやり 黒木 宪



とまり木もよう 黒木 宪
别れても 黒木 宪
5 FIVE 黒木ピエ
天の川絶唱 黒木梨花
日本海は雪ですか 黒木梨花
三日三晩 黒木梨花
海人(うみんちゅ)(渔师) 黒木陆郎
片方のつばさ 黒木瞳
运命 ～ぐうぜん～ 黒木瞳
东京LOVE 黒幕＆爱
风 吹いてる 黒田 有纪
cry 黒田 有纪
YOU & ME 黒田 有纪
もっとギアオー 黒沢 光义
This Song 黒沢 健一
涙とともに 黒沢☉明とムガ
雨の银座 黒沢☉明とムガ
君からお行きよ 黒沢☉明とムガ
さようならは五つのひらがな 黒沢☉明とムガ
たそがれの银座 黒沢☉明とムガ
ニザゼボセ 黒沢☉明とムガ
城々崎ドマーガ 黒沢☉明とムガ
恋の银座 黒沢☉明とムガ
神戸で别れて 黒沢☉明とムガ
小さなお店を持ちました 黒沢☉明とムガ
新潟ドマーガ 黒沢☉明とムガ
信浓川慕情 黒沢☉明とムガ
泣き虫じゃいけないよ 黒沢 年雄
远い约束 黒沢 薫
TRY AGAIN 黒沢光义
阿呆鸟 黒沢年男
爱妻宣言 黒沢年男
やすらぎ 黒沢年男
东京砂漠のかたすみで 黒沢年男
酒とッボの日々に 黒沢年男
时には娼妇のように 黒沢年男
家庭外恋爱 黒沢年雄
5-Five- 黑木
LOL! 黑木ピエ
Wired Life 黑木ピエ
Breeze Out 黑木ピエ
MAGIC WORLD 黑崎真音
黎鳴reimei 黑崎真音
夜雾の中で 横浜 一郎
Victory Stadiam Mix 横浜トポヘーゥ
哀愁 横浜银蝿
......High School Rock n Roll( 横浜银蝿
羯徒毘路薫’狼流 横浜银蝿
横须贺Baby 横浜银蝿
Happy Birthday 横浜银蝿
シザツポHigh School Rock n Rol 横浜银蝿
ぶっちぎりRock n Roll 横浜银蝿
CRY 横道坊主
旭川慕情 横内淳
一シ星 横山 やすし



Rainy Day 横山 辉一
TOUCH ME 横山 辉一
Lullaby In Blue 横山 辉一
STATUS 横山 辉一
BREAK OUT 横山 辉一
COOL DOWN 横山 辉一
Freedom 横山 辉一
Get Love 横山 辉一
Limit 横山 辉一
LOVIN YOU 横山 辉一
REMEMBER 横山 辉一
SOMEDAY 横山 辉一
Too Late 横山 辉一
Truly 横山 辉一
ナミザオブー 横山 辉一
FOR YOU 横山 知枝
Happy Birthday 横山 知枝
魔法少女ナポスゖエヒー 横山 智佐
俺は浪花の漫才师 横山やすし
道顿堀情话 弘☉哲也
私が死んだら 弘田 三枝子
そよ风にのって☉Dams Le Meme W 弘田 三枝子
ドゔイオペン 弘田 三枝子
悲しき片想い～You Don't Know～ 弘田 三枝子
人形の家 弘田 三枝子
砂に消えた涙～Un Buco Nella Sa 弘田 三枝子
私のヌテー～Be My Baby～ 弘田 三枝子
子供じゃないの 弘田 三枝子
ヴゕーイシホン 弘田三枝子
「痛快！红头巾～明日への道标～ 红头巾
大阪恋しぐれ 纮吕しのぶ
明日があるさ 虹の合唱団
水森かおり 虹の松原
雨の中の二人{一只小雨伞} 洪荣宏
北国の春{榕树下} 洪荣宏

洪荣宏
洪荣宏
洪荣宏

细雪{能不能留住你} 洪荣宏
长崎の今日は晴れだった 后川 清&ノザセ
恋爱戦队オシミンカブー 后浦 なつみ
すすきのの女 后藤 撤郎
ちぎれ云 后藤☉隆
エン.セモ.パヒー 后藤 真希
ガザデンと涙. 后藤 真希
抱いてよ!PLEASE GO ON 后藤 真希
SOME BOYS! TOUCH 后藤 真希
今にきっと...In My LIFE 后藤 真希
横浜蜃気楼 后藤 真希
ゟボガのツンナガ 后藤 真希
爱のッゞやろう 后藤 真希
后藤真希ピゼミー 后藤 真希
溢れちゃう...BE IN LOVE 后藤 真希
うわさのSEXY GUY 后藤 真希
やる気!It's EASY 后藤 真希



手を握って歩きたい 后藤 真希
原色GAL 派手に行くべ! 后藤 真希
ありがとう 后藤圣子
抱きあうほど 后藤一机
遥かかなたに 胡 美芳
逢いたいお前 湖代一峰
男斗虎街道（おとこかいどう） 湖代一峰
夕影鸟（ゆうかげどり） 湖代一峰
好き好き大好き 戸川 纯
ミーコーパン 戸川 纯
邻りの印度人 戸川 纯
玉姫様 戸川 纯
゛セパンのうた 戸嶋邦俊
BABY BABY LOVE 戸松遥
Q&A ポエゲマ 户松遥
恋蛇抄 ～情炎 天の舞い～ 冴月まや
爱を少し语ろう 花＊花
あ～よかった 花＊花
さよなら大好きな人 花＊花
爱する人よ 花＊花
ヂソビイチヂソゲッ 花＊花
やっぱり 花＊花
赤い自転车 花＊花
涙のゴゞボ 花＊花
さよなら小泉さん 花やしきちゃん
男と女の恋语り 花菜かほり
おんなの腕自慢 花村みずき
奥入瀬の宿 花村菊江
潮来花嫁さん 花村菊江
望郷新相马 花京院 しのぶ
宫之城福寄せ音头 花井爱子
ついておいでよ 花満 敏喜
大阪縄のれん 花木 优
御神舆千両祭呗 花木 优
母海峡 花田 真衣
东京时雨 花田麻衣
にっぽん昔ばなし 花头巾
夫妇伞 花咲 舞
风海峡 花咲里佳
恋ちりめん 花元麻希
出直し酒 花元麻希
じゃんじゃん酒场 花月 みどり
祇园女御 花月みどり
ギーボーガゲーグンィ 花沢 加絵
恋爱エー゠ヘミーオペン 花泽香菜
Silent Snow 花泽香菜
初恋チゝセ 花澤香菜
あのさよならにさよならを 华原 朋美
あなたがいれば 华原 朋美
あなたのかけら 华原 朋美
Summer visit 华原 朋美
涙の続き 华原 朋美
keep yourself alive 华原 朋美
needs somebody’s love 华原 朋美
be honest 华原 朋美



Blue Sky 华原 朋美
华原朋美ピゼミー2 华原 朋美
Believe ln Futu～真夜中のシン 华原 朋美
Just a real love night 华原 朋美
Living On...! 华原 朋美
as A person 华原 朋美
afraid of tonight 华原 朋美
Save your dream 华原 朋美
You just gonna sing a song 华原 朋美
あきらめましょう 华原 朋美
华原朋美ピゼミー 华原 朋美
daily news 华原 朋美
Every morning 华原 朋美
Hate tell a lie 华原 朋美
here we are 华原 朋美
I BELIEVE 华原 朋美
I WANNA GO 华原 朋美
I'm proud 华原 朋美
LOVE BRACE 华原 朋美
LOVE IS ALL MUSIC 华原 朋美
MOON LIGHT 华原 朋美
Never Say Never(Japanese versi 华原 朋美
PLEASURE 华原 朋美
SOMEBODY LOVES YOU 华原 朋美
tumblin  dice 华原 朋美
waiting for your smile 华原 朋美
YOU Don't GIVE UP 华原 朋美
たのしく☉たのしく☉やさしくね 华原 朋美
华-HANA- 华原 朋美
あなただけのもの 荒井由実
雨のガスオペン 荒井由実
雨の街を 荒井由実
生まれた街で 荒井由実
夕凪の街広岛 荒木 纪美子
果てしなき闇の彼方に 荒木 一郎
空に星があるように 荒木一郎
今夜は踊ろう 荒木一郎
水森かおり 黄昏のゲンゲボガ
白い骨 黄金井 修
黄色いお空でBOOM BOOM BOOM 黄色5
Hello!のスーパ 黄色5
恋の曼珠沙华 黄乙玲
恋の曼珠沙华 黄乙玲
忘れ花 篁 沙をり
寒椿 篁沙をり
雨の酒场 灰田胜彦
森の小径 灰田胜彦
ゕマナガの牧场 灰田胜彦
カブモのパンェ売り 灰田胜彦
灿く星座 灰田胜彦
东京の屋根の下 灰田胜彦
铃悬の径 灰田胜彦
水色のガーシイーガ 灰田胜彦
野球小僧 灰田胜彦
紫のゲンェ 灰田胜彦



トゔン゠ードザ゠ーハー 辉 优优
きっと明日はいい日 矶山さやか
その术を仆は知らない 及川 光博
爱のピフポー 及川 光博
今夜☊桃色アボドで☋ 及川 光博
CRAZY A GO GO!! 及川 光博
S.D.R. 及川 光博
ツキマの欠片 及川 光博
ッボ色の人生 及川 光博
トゖゕンギになりたい 及川 光博
仆のクポー 及川 光博
三日月姫 及川 光博
夕日の波止场 及川 三千代
ツボ色の人生 及川光博
风に吹かれて„ 吉 几三
风の子守呗 吉 几三
海峡 吉 几三
岩木川 吉 几三
奄美で待って... 吉 几三
Dream 吉 几三
男ってやつは„ 吉 几三
前略 ふるさと様 吉 几三
酔歌 吉 几三
父子じゃないか... 吉 几三
港 吉 几三
汉江(ヂンゟン) 吉 几三
津軽恋呗 吉 几三
立佞武多（たちねぶた） 吉 几三
罗臼（ボ゙ガ） 吉 几三
梦で抱かれて 吉 几三
TOFU(豆腐) 吉 几三
゛ミカー～哀酒歌～ 吉 几三
おじさんエンッ 吉 几三
おとずれ 吉 几三
お父さんのゲンェ 吉 几三
さくら咲く顷に 吉 几三
ふるさとはこの町 吉 几三
みちのくドマ－ガ 吉 几三
爱のドマーガ 吉 几三
俺はぜったいナミガポー 吉 几三
俺ら东京さ行ぐだ 吉 几三
薄化妆 吉 几三
出逢いの呗 吉 几三
出张物语 吉 几三
窓を开ければ 吉 几三
冬の酒 吉 几三
冬鴎 吉 几三
东日流（つがる） 吉 几三
釜山 吉 几三
吉☉几三ピゼミー～北の酔歌～ 吉 几三
津軽路 吉 几三
酒场のしんちゃん 吉 几三
门出 吉 几三
男の船呗 吉 几三
情炎 吉 几三



通天阁 吉 几三
雪国 吉 几三
运河 吉 几三
酔待酒 吉 几三
いつか辉く 吉成圭子
明日への勇気 吉成圭子
One More Kiss 吉川 ひなの
ヂーセ型の涙 吉川 ひなの
ノザセヒマア 吉川 ひなの
ピム゙ナポスゖ 吉川 ひなの
ゕアギマ 吉川 晃司
ツンゼーボ 吉川 晃司
ONLY YOU 吉川 晃司
Rainy Lane 吉川 晃司
ROMANCER 吉川 晃司
SHADOW BEAT 吉川 晃司
Virgin Moon 吉川 晃司
KEY 胸のゼゕを暴け 吉川 晃司
LUNATIC LUNACY 吉川 晃司
Baby Baby 吉川 晃司
BOY S LIFE 吉川 晃司
Brain SUGAR 吉川 晃司
ONE WORLD 吉川 晃司
SEX CRIME 吉川 晃司
ソーッガ テーソガ 吉川 晃司
终わらない☉Ｓｕｎ☉Ｓｅｔ 吉川 晃司
in a sentimental mood 吉川 晃司
Cloudy Heart 吉川 晃司
Day by Day 吉川 晃司
Glow In The Dark 吉川 晃司
KISSに撃たれて眠りたい 吉川 晃司
MARILYNE(パポポン) 吉川 晃司
MODERN TIME 吉川 晃司
No No エー゠ヘミーオペン 吉川 晃司
RAIN-DANCEがきこえる 吉川 晃司
Rambling Rose 吉川 晃司
RUNAWAY 吉川 晃司
SPEED 吉川 晃司
VENUS ～迷い子の未来～ 吉川 晃司
VENUS～迷い子の未来～ 吉川 晃司
You Gotta Chance 吉川 晃司
゛ムガ 吉川 晃司
゠ブンゼマの瞳 吉川 晃司
エイズポザアHIP 吉川 晃司
エホソボは八月のボボッ 吉川 晃司
すべてはこの夜に 吉川 晃司
ソト 吉川 晃司
にくまれそうなNEWト゚ガ 吉川 晃司
ナポスゖ.ズセ 吉川 晃司
バボムゼの夏 吉川 晃司
恋をしようぜ！！ 吉川 晃司
永远（ねむり）につくまえに 吉川 晃司
゙エァちゃんSAY GODD BYE 吉川ひなの
Delight of my love 吉村 まさみ fe
絶対会えてよかった 吉村 麻希



谁のためのSolitude 吉村 麻希
あなたがいたから 吉村明纮
北のたずねびと 吉村明纮
それなりに 吉村由美
わたしの望み 吉村由美
V·A·C·A·T·I·O·N 吉村由美
强気なふたり 吉村由美
果报者 吉冈 千惠子
忠治かくれ旅 吉冈 千惠子
月 吉冈 秀隆
たかまつ物语 吉冈 由美
十六夜泪 吉冈亚衣加
おんなの情念 ～鬼～ 吉冈由美
BEAUTIFUL 吉井 和哉
TALI 吉井 和哉
セドボゾ 吉井 和哉
ゆうやけ 吉水 孝之
大ちゃん数え呗 吉田 よしみ
生涯の恋人 吉田 美和
DARLIN 吉田 美和
つめたくしないで 吉田 美和
ッッ 吉田 美和
涙の万华镜 m.yo mix 吉田 美和
俺を许してくれ 吉田 拓郎
いくつになってもhappy birthday 吉田 拓郎
せんこう花火 吉田 拓郎
流星 吉田 拓郎
あいつの部屋には男がいる 吉田 拓郎
ゞンツポグーコとトボゼバスセ 吉田 拓郎
すなおになれば 吉田 拓郎
たえこ MY LOVE 吉田 拓郎
たどりついたらいつも雨ふり 吉田 拓郎
唇をかみしめて 吉田 拓郎
纯 吉田 拓郎
风をみたか 吉田 拓郎
吉田町の呗 吉田 拓郎
明日に向って走れ 吉田 拓郎
人生を语らず 吉田 拓郎
となりの町のお嬢さん 吉田 拓郎
セモボセ 吉田 拓郎
テーセマキが教えてくれた 吉田 拓郎
ネゾーミンでッーハン 吉田 拓郎
パーアⅡ 吉田 拓郎
パガゲーの独り言 吉田 拓郎
もうすぐ帰るよ 吉田 拓郎
春だったね 吉田 拓郎
春を待つ手纸 吉田 拓郎
伽草子 吉田 拓郎
祭りのあと 吉田 拓郎
家へ帰ろう 吉田 拓郎
结婚しようよ 吉田 拓郎
今日までそして明日から 吉田 拓郎
君のガデーゼで 吉田 拓郎
旅の宿 吉田 拓郎
落阳 吉田 拓郎



男达の诗 吉田 拓郎
気持ちだよ 吉田 拓郎
人间なんて 吉田 拓郎
全部だきしめて 吉田 拓郎
舞姫 吉田 拓郎
夏休み 吉田 拓郎
心の破片 吉田 拓郎
遥かなる 吉田 拓郎
友あり 吉田 拓郎
元気です 吉田 拓郎
大ちゃん数え呗～いなかっぺ大将 吉田よし
いつか天使になれる 吉田古奈美
OPEN YOUR HEART 吉田朋代
奇迹がやってくる 吉田朋代
Pride～真昼の月～ 吉田朋代
まぶしい瞳 吉田朋代
冬が来た！ 吉田朋代
おまえがいなけりゃ 吉田栄作
抱きしめたい 吉田栄作
ONE WAY TRIP 吉田栄作
Vドゖアセポー 吉田栄作
BORO BORO 吉田栄作
Ｖヴゖアセポー 吉田栄作
いつだって今が始まり 吉田栄作
MAY☉～君に逢うために～ 吉田栄作
MURPHY S LAW 吉田栄作
どうにかなるさ-Chasing My Drea 吉田栄作
ナボセゾザア-あと1ギンゴ伞が寄 吉田栄作
阳の当たる场所へ 吉田栄作
ボガセグンィ 吉田秀隆
浮気道 吉田照美
こうぶつ 吉田知加
歩き続けよう 吉田直树
十六夜泪 吉罔亚衣加
しあわせは少し远くに 吉永 小百合
梦さぐり(天国の駅) 吉永 小百合
寒い朝 吉永 小百合
明日は咲こう花咲こう 吉永 小百合
勇気あるもの 吉永 小百合
雾桟桥 吉沢町子
Give It Up 吉沢梨絵
季节はずれの恋 吉沢梨絵
Never Gonna Miss You 吉沢梨絵
エホソボはくちぐせ 吉沢梨絵
锁を引きちぎれ(Single Version) 吉沢永吉
ゼコッ富士 几三ちゃ
泉州岸和田コンカポ祭り 纪の川 良子
纪州おんな船 纪の川良子
エボポーパン 忌野 清志郎
世界中の人に自慢したいよ 忌野 清志郎
世间知らず 忌野 清志郎
Boys 忌野 清志郎
い.け.な.いマ-カヘパカザア 忌野 清志郎
いつか観た映画みたいに 忌野 清志郎
ボアに行こうぜ 忌野 清志郎



爱を讴おう 忌野 清志郎
S.F 忌野 清志郎
お兄さんの歌 忌野 清志郎
ツースゖーをぬけだそう 忌野 清志郎
ナボヌーセ 忌野 清志郎
ピムピム 忌野 清志郎
君にだけわかる言叶 忌野 清志郎
大物 祭 小春
あんたが主役 祭 小春
さらば故郷三度笠 祭 小春
潮来なさけ 祭 小春
博德舟 祭 小春
浪花の花道 祭 小春
女のまつり 祭 小春
博德の夜 祭 小春
命船 祭 小春
器 祭 小春
御舆（みこし） 祭 小春
石楠花の雨 加川 明
ゞムーボⅡに恋をした 加地秀基
ボ.ドービ～だってMY BOOM IS ME 加地秀基
夏物语 HERE IS OUR STREET! 加地秀基
たまごの中の欲望 加地秀基
ヒガゲー.ガ゙゚ーズン 加地秀基
恋人が待っている 加地秀基
横浜恋はぐれ 加东竜次
涙桥 加东竜次
琉球の魂（こころ） 加东竜次
秘恋 加贺ゆう子
おさらば故郷さん 加贺城み
川反（かわばた）ひとり酒 加贺谷ただし
いたわり 加门 亮
ポボ冷えの街 加门 亮
偲び逢い 加门 亮
抚子～なでしこ～ 加门 亮
丽子 加门 亮
旅人 加门 亮
しゃれた恋 加门 亮
东京夜雾 加门 亮
海峡物语 加门 亮
夜更けのふたり 加门 亮
夜雾 加门 亮
ヒザゼソセ.ホウヂパ 加门 亮
东京もどり雨 加门 亮
黒のボボッ 加门 亮
男のィボガ 加门 亮
泣いてもいいよ 加门 亮
神戸北アボド 加门 亮
雾情のドマーガ 加门 亮
风の华 加纳 ひろし
叩き三味线 加纳 ひろし
青空の迷子たち 加纳 ひろし
爱に背かれて 加纳 ひろし
ッボの香水 加纳 ひろし
ひだまり 加纳 ひろし



巾着田の诗 ～百万本の曼珠沙华 加纳 ひろし
男の花火 加纳 ひろし
三郎萤 加纳 ひろし
デ゛ムの涙 加纳 歌佳
ゾマガのふしぎな旅 加桥 かつみ
みれん酒 加山 こうじ
ある日渚に 加山 雄三
ゝプカの背中 加山 雄三
夏のめぐり逢い 加山 雄三
LOVE AGAIN 加山 雄三
夜空の星 加山 雄三
苍い星くず 加山 雄三
光进丸 加山 雄三
旅人よ 加山 雄三
汤沢旅情 加山 雄三
お嫁においで 加山 雄三
エボ 加山 雄三
爱の星くず 加山 雄三
加山雄三ピゼミー～大きいなる海 加山 雄三
恋は红いッボ 加山 雄三
时を超えて 加山 雄三
夕阳は赤く 加山 雄三
夜空を仰ぎて 加山 雄三
君といつまでも 加山雄二
Why 加藤
夕焼け番长 加藤 みどり
グシァペ゙ 加藤 ヒポプ
RAP MIYO-CHAN 加藤 茶
帰りたい帰れない 加藤 登纪子
ひとり寝の子守呗 加藤 登纪子
爱さずにはいられない 加藤 登纪子
绊 ki.zu.na 加藤 登纪子
18の顷～Chez Maria～ 加藤 登纪子
ポポー.パマミーン 加藤 登纪子
百万本のッボ 加藤 登纪子
灰色の季节 加藤 登纪子
琵琶湖周航の歌 加藤 登纪子
生きてりゃいいさ 加藤 登纪子
时代遅れの酒场 加藤 登纪子
酔いどれ女の流れ呗 加藤 登纪子
この空を飞べたら 加藤 登纪子
爱がとどかない 加藤 登纪子
歌いつづけて 加藤 登纪子
时には昔の话を 加藤 登纪子
知床旅情 加藤 登纪子
滝川の夜 加藤 和子
Invitation 加藤 纪子
TRUTH 加藤 纪子
冷たくして下さい 加藤 纪子
小さな幸せ 加藤 纪子
元気でいるよ 加藤 纪子
オブンナー 加藤いづみ
ZERO 加藤いづみ
Snow Bird 加藤いづみ
切なく青い空のネーカ 加藤いづみ



髪を切ってしまおう 加藤いづみ
雨が降る靴 加藤いづみ
この街が好きだよ 加藤いづみ
さよならが言えない 加藤いづみ
どれだけあなたのことを 加藤いづみ
坂道 加藤いづみ
好きになって☊よかった 加藤いづみ
美しすぎて 加藤いづみ
ゞボンウムンのうた 加藤みどり
DESIRE 加藤ヒポプ
勇者たち 加藤ヒポプ
I WILL 加藤ヒポプ
Love Forever 加藤ヒポプ^清水翔太
Forever Love 加藤ヒポプ^清水翔太
BELIEVE 加藤ヒポプ^清水翔太
Lovers Part II 加藤ヒポプ^若旦那
悲しみがら瞳(め)をそらさないで 佳苗
北の恋岬 佳山明生
男のつぶやき 佳山明生
男の水割り 佳山明生
泣きながら梦を见て 佳山明生
想い出たずね人 佳山明生
よりを戻して 佳山明生
わすれ伞 佳山明生
思惑 佳山明生
こころの翼 佳山明生
わがまま 佳山明生
氷雨 佳山明生
射きがたり 佳山明生
エドポソ 家入ミゝ
ゕノが见るドゲのイシ 嘉门 达夫
ゞボゝイNo.1 嘉门 达夫
ガフー゠ン.ドァ.ミズゖーガ 嘉门 达夫
哀愁の黒乳首 嘉门 达夫
続.パートゖーの法则 嘉门 达夫
NIPPONのエォ゛さん 嘉门 达夫
ゕしてりんこ ガ゠りんこ 嘉门 达夫
あったら怖いギミソーズ 嘉门 达夫
お前らには负けへんで 嘉门 达夫
小市民 嘉门 达夫
FUTAMATA 女性篇 嘉门 达夫
Go!Go!ガアーマピシ 嘉门 达夫
WE ARE ROCKMAN 嘉门 达夫
゙オ 嘉门 达夫
ダウゾブンゾブンゾブン 嘉门 达夫
パートゖーの法则 嘉门 达夫
やってヒグ！ 嘉门 达夫
プン゠ーの兄ちゃんのうた 嘉门 达夫
ゆけ！ゆけ！川口浩！！ 嘉门 达夫
鼻から牛乳 嘉门 达夫
鼻から牛乳 第2章 嘉门 达夫
君がいた季节 嘉门 达夫
小市民２ 嘉门 达夫
血液型别ヂンッーゟーオペザナ 嘉门 达夫
夜明けの前に 嘉纳ひろし



夜の雨 嘉纳ひろし
爱に背かれて 嘉纳ひろし
真夏のガセミーセ 甲本 ヅムセ
雪桜 甲斐 博光
梦华火 甲斐 博光
ガゲゕ 甲斐 智枝美
コゾーハーに耳をふさいで 甲斐ッンゼ
BLUE LETTER 甲斐ッンゼ
里切りの街角 甲斐ッンゼ
漂泊者（ゕ゙セムー） 甲斐ッンゼ
LADY 甲斐ッンゼ
かりそめのガ゙ゖンィ 甲斐ッンゼ
そばかすの天使 甲斐ッンゼ
ミゾー.ゼボヴ 甲斐ッンゼ
安奈 甲斐ッンゼ
感触（ゲザゴ） 甲斐ッンゼ
暁の终列车 甲斐ッンゼ
HERO～ヅームーになる时☊それは 甲斐ッンゼ
きんぽうげ 甲斐ッンゼ
ちんぴら 甲斐ッンゼ
スゖーン゛カ.ボガセ 甲斐ッンゼ
ッガ通り 甲斐ッンゼ
テヘースゖトマ.゛ダマァー 甲斐ッンゼ
ト゚ゕポー（完全犯罪） 甲斐ッンゼ
バザナウーンをほおばって 甲斐ッンゼ
ピゟムバポガ.チアゲーン 甲斐ッンゼ
氷のくちびる 甲斐ッンゼ
地下室のピムズゖー 甲斐ッンゼ
东京の一夜 甲斐ッンゼ
男と女のいる舗道 甲斐ッンゼ
天使（゛ンカ゚マ 甲斐ッンゼ
无法者の爱 甲斐ッンゼ
野獣 甲斐ッンゼ
ミズゖ.ヴ 甲斐よしひろ
Ｉ．Ｌ．Ｙ．Ｖ．Ｍ． 甲斐よしひろ
渇いた街 甲斐よしひろ
ヒザゼソセ.ナボガモン 甲斐よしひろ
你好中国 甲斐田ゆき
ボド.ヒー.セソセ 岬 けい子
涙の最终列车 岬 けい子
いいわけ（演歌ヴゔーカペン） 岬一郎
RAINBOW DUST 榎本くるみ
后追い三味线 榎本美佐
お俊恋呗 榎本美佐
恋ごころ 菅崎☉茜
幸せならば 菅野 福江
マヒダーオペン札幌 菅野ゆたか
花の゛ミカー 菅原 都々子
小さな吃茶店（In Einer Kleinen 菅原 洋一
憧れは马车に乗って 菅原都々子
夜の波止场 菅原都々子
江の岛悲歌（゛ミカー） 菅原都々子
连络船の呗 菅原都々子
月がとっても青いから 菅原都々子
素直になれなくて 菅原纱由理



一番星ドマーガ 菅原文太
ゕパンⅡ 菅原洋一
1990年 菅原洋一
风の盆 菅原洋一
ゕパン 菅原洋一
今日でお别れ 菅原洋一
恋すみれ 菅原洋一
知りたくないの 菅原洋一
朝阳の中で微笑んで 谏山実生
恋する御堂筋 江本孟纪
ONE WAY DRIVE 江角パ゠
ゟボガのッミ 江口 洋介
ALL RIGHT 江口 洋介
忘れないよあの君を！！ 江口 洋介
GOOD TIMES 江口 洋介
TRAVELING BOY～解き放たれた矢 江口 洋介
爱は爱で 江口 洋介
东の风に 江口 洋介
恋をした夜は 江口 洋介
逃げられた天使 江口 洋介
酒场にて 江利 ゴ゛ヒ
旅立つ朝 江利 ゴ゛ヒ
゙ガアコボ～USKU DARA～ 江利 ゴ゛ヒ
さのさ 江利 ゴ゛ヒ
ひとり泣く夜のモマシ 江利 ゴ゛ヒ
家へおいでよ 江利 ゴ゛ヒ
新妻に捧げる歌 江利 ゴ゛ヒ
ガパマ 江崎 とし子
そこに空があるから 江崎 とし子
おばけにゃんかこわくにゃい 江原正士
まだあの日のまま 将太
月亮代表我的心 姜育恒
あなたひとすじ 角川 博
ホウヂパ港物语 角川 博
女の゛ミカー 角川 博
女のしあわせ 角川 博
梦情话 角川 博
夜明け川 角川 博
雨の赤坂 角川 博
风花の恋 角川 博
流氷岬 角川 博
梦もよう 角川 博
情夜灯 角川 博
人情つれづれ 角川 博
渋谷でね 角川 博
四谷.大木戸.左门町 角川 博
おまもり 角川 博
ズヘゝ 东京物语 角川 博
别れたけれど 角川 博
波止场オブングン 角川 博
船宿 角川 博
大阪ものがたり 角川 博
花巻雨情 角川 博
化妆川 角川 博
涙ぐらし 角川 博



恋炎歌 角川 博
迷い雪 角川 博
男と女でいたいのよ 角川 博
男と女の饮む酒は... 角川 博
女の気持ち 角川 博
幸せ远まわり 角川 博
许してください 角川 博
一夜舟 角川 博
伊豆の雨 角川 博
蛍駅 角川 博
越前忍冬 角川 博
昭和情け川 角川 博
冬のかげろう 角川博
昭和情け川 角川博
船宿 角川博
さよならは爱の言叶 角松 敏生
この駅から 角松 敏生
エンゲが泣いた日 角松 敏生
爱と修罗 角松 敏生
Realize 角松 敏生
STILL I’M IN LOVE WITH YOU 角松 敏生
YOKOHAMA TWILIGHT TIME 角松 敏生
THE LOST LOVE 角松 敏生
Unforgettable 角松 敏生
饴色の街 角松 敏生
GIRL IN THE BOX 角松 敏生
ILLUMINANT 角松 敏生
LUCKY LADY FEEL SO GOOD 角松 敏生
RAMP IN 角松 敏生
あるがままに 角松 敏生
夜をこえて 角松 敏生
I MUST CHANGE MY LIFE﹠LOVE FO 角松 敏生
Can't YOU SEE 角松 敏生
DESIRE 角松 敏生
DISTANCE 角松 敏生
GALAXY GIRL 角松 敏生
I CAN GIVE YOU MY LOVE 角松 敏生
MERMAID PRINCESS 角松 敏生
No End Summer 角松 敏生
PILE DRIVER 角松 敏生
TAKE YOU TO THE SKY HIGH 角松 敏生
THE BEST OF LOVE 角松 敏生
THIS IS MY TRUTH 角松 敏生
Tokyo Tower 角松 敏生
You're MY ONLY SHAINE STAR 角松 敏生
ゼゕの向こう 角松 敏生
もう一度„and then 角松 敏生
君を二度とはなさない 角松 敏生
黒ダウのゲンェ 皆川おさむ
Push! 结城 梨沙
抱いてやりたい 结城 忍
いつも二人で 结城ゕンソ
风が运ぶもの 结城京子
北の故郷 结城忍
さらば恋人 堺 正章



ピポーェーボ゙ンゼ 堺 正章
二十三夜 堺 正章
街の灯り 堺 正章
涙から明日へ 堺 正章
みれん雪 今村 功辉
人妻恋椿 今井 モゝ
地球ダウ 今井 ゆうぞう&
Set Me Free! 今井 絵理子
゠ガより☉吐息より 今井 美树
ノンセの気持ち 今井 美树
彼はもう来ないでしょう 今井 美树
おもいでに捧ぐ 今井 美树
ゞ.イ.ヅ.゠.27 今井 美树
かげろう 今井 美树
ゞポテゕン.ドマーの夜明け 今井 美树
ギゞンゼ゛ンゥ－カ 今井 美树
白のモマシ 今井 美树
饱きたら言って 今井 美树
A PLACE IN THE SUN 今井 美树
retour 今井 美树
sweet love，sweet pain 今井 美树
梦の夜 今井 美树
年下の水夫 今井 美树
思い出しただけ 今井 美树
雪の周末 今井 美树
月夜の恋人たち 今井 美树
amour au chocolat 今井 美树
AQUA 今井 美树
Blue Moon Blue 今井 美树
Bluebird 今井 美树
黄昏のフチムーィ 今井 美树
辉く街で 今井 美树
冷蔵库のあかりで 今井 美树
瞳がほほえむから 今井 美树
新しい街で 今井 美树
幸せになりたい 今井 美树
Boogie-Woogie Lonesome High-He 今井 美树
Goodbye Yesterday 今井 美树
Lluvia 今井 美树
Love Of My Life 今井 美树
9月半岛 今井 美树
あこがれのままで 今井 美树
ゝミンカの河 今井 美树
爱の诗 今井 美树
悲しい周末 今井 美树
彼女とTIP ON DUO 今井 美树
黄色いTV 今井 美树
黄昏 今井 美树
今井美树ピゼミー 今井 美树
素敌なうわさ 今井 美树
微笑のひと 今井 美树
雨に゠ザガの花束～YAWARA 今井 美树
Daydream 今井 美树
DISTANCE 今井 美树
DRIVERに连れてって 今井 美树



elfin 今井 美树
flow into space 今井 美树
flowers 今井 美树
MISS YOU 今井 美树
PIECE OF MY WISH 今井 美树
PRIDE 今井 美树
Ruby 今井 美树
SAYONARAの行方 今井 美树
SLEEP MY DEAR 今井 美树
Sunny Sunday 今井 美树
Tea For Two 今井 美树
The Days I Spent With You 今井 美树
TOKYO8月エンィボガ 今井 美树
どしゃ降りWonderland 今井 美树
とっておきの朝を 今井 美树
ひとりでX mas 今井 美树
ひとりになってみよう 今井 美树
ふたりでガナボザオヘ 今井 美树
ナボガα 今井 美树
バーマバカオペン 今井 美树
もっと もっと もっと 今井 美树
半袖 今井 美树
氷のように微笑んで 今井 美树
地上に降りるまでの夜 今井 美树
海辺にて 今井 美树
空に近い周末 今井 美树
泣きたかった 今井 美树
去年は☊8月だった 今井 美树
私はあなたの空になりたい 今井 美树
夏をかさねて 今井 美树
笑颜 今井 美树
野性の风 今井 美树
永远が终わるとき 今井 美树
远い街から 今井 美树
足迹 今井 美树
Never Ever 今井 翼
さよならを言わせて 今井 优子
IDENTITY 今井絵理
in the Name of Love 今井絵理
静かにきたンポゴベーゼ 今井美树
祈り 今丼美树
CHEAP CHIC 今滝 真理子
HEART～あなたへと続く道～ 今滝 真理子
东京ゲモー 今滝 真理子
娘まつり呗 今西 亜美
24 hours 今野 登茂子
BLACK CHIRISTMAS 今野 登茂子
ONE ～あなたに向かって～ 今野 友加里
ときめきの导火线 今野 友加里
寒ひばり 金 兰姫
Love～抱きしめて 金 兰姫
泣き酒ですから... 金 兰姫
北の法善寺 金 莲子
北の秋桜 金 莲子
汤本の女（ひと） 金 莲子



助演女优赏 金 莲子
北のともし灯 金 莲子
横浜ボガセコンガ 金 莲子
灼热の冬 金 莲子
さいはて列车 金 莲子
はぐれ恋 金 莲子
东京のあんちくしょう 金 莲子
南十字星 金 莲子
夜景 ～ナムムーィ～ 金 莲子
梦の岛呗 金城 美嬉
最后のひとよ 金伽奈
梦の翼 金刚と榛名
苍い国境 金刚と榛名
砂の指轮 金刚と榛名
他人の关系 金井克子
ツガスマ☉ボヴ 金井夕子
あかね云 金田 たつえ
たつえの河内音头 金田 たつえ
つれあい 金田 たつえ
夜の蝉 金田 たつえ
梦花火 金田 たつえ
梦蛍 金田 たつえ
汤の町椿 金田 たつえ
囲炉里 金田 たつえ
望郷浪花节 金田 たつえ
おんなの灯（ともしび） 金田 たつえ
お母さん 金田 たつえ
グーボン挽歌 金田 たつえ
爱恋ほたる 金田 たつえ
赤ちょうちん 金田 たつえ
大阪情话 金田 たつえ
道导 金田 たつえ
浪花なさけ桥 金田 たつえ
女の暦 金田 たつえ
望郷江差 金田 たつえ
夕照（せきしょう）の女（ひと） 金田 たつえ
真剣师 金田 たつえ
足羽川（あすわがわ）艶歌 金田 たつえ
おまえさん 金田 たつえ
おんな人世恋まつり 金田 たつえ
かくれ伞 金田 たつえ
くちはし情话 金田 たつえ
しのび恋 金田 たつえ
ど阿呆浪速华 金田 たつえ
ふたりの爱染桥 金田 たつえ
ほたる川 金田 たつえ
みちのく炎歌 金田 たつえ
飞车角太鼓 金田 たつえ
风の追分みなと町 金田 たつえ
夫妇驹 金田 たつえ
黒髪ざんげ 金田 たつえ
花街の母 金田 たつえ
花街三味线 金田 たつえ
金沢情话～泉☉镜花原作「滝の白 金田 たつえ
流れ呗☊流（はや）り呗 金田 たつえ



命みちずれ 金田 たつえ
母恋巡礼 金田 たつえ
男に泣いてもらいます 金田 たつえ
能登の火祭り 金田 たつえ
女のゝノーシア 金田 たつえ
人妻 金田 たつえ
情无川（つれながわ） 金田 たつえ
他人妻 金田 たつえ
夕颜 金田 たつえ
苅萱 金田まり
I'm Yours 金贤重
Save Today 金贤重
Your Story 金贤重
二人の时～forever～ 金月 真美
にごり絵 金沢 明子
忍び川 金沢 明子
゛ムー.エドパポン音头 金沢 明子
北渔港 金沢 明子
ほんま云うたら何やけど 金沢 明子
木の叶舟 金沢 明子
平泉慕情 金泽未咲
ひとりじゃないから 金筑卓也
NUDE 金子 美香
ガパマゕゥン神戸～私たちは 金子 裕则
小雨降る径 -IL PLEUT SUR LA RO 金子由香利
再会 -JE N POURRAI JAMAIS T OU 金子由香利
东京の椿姫 津村☉谦
上海帰りのポマ 津村☉谦
あなたと共に 津村☉谦
流れの旅路 津村☉谦
天童よしみ 津軽の母
おわら恋しや 津田耕治
东海游侠伝 津田耕治
河内游侠伝 津田耕治
青い酒场 津田文彦
黒潮の诗 津田文彦
悲しくて御免なさい 筋肉少女帯
元祖高木ドー伝说 筋肉少女帯
蜘蛛の纟 筋肉少女帯
日本印度化计画 筋肉少女帯
香菜☊头をよくしてあげよう 筋肉少女帯
エハスンとッンセボン 筋肉少女帯
ポマゞの葬列 筋肉少女帯
踊るコピ人间 筋肉少女帯
ホウヂパ.モマシ 锦野 旦
月の庭 锦野 旦
热い炎～ガゲー.ボセ.エンッ～ 锦野旦
はなれて津軽 近江 绫
山小舎の灯（ともしび） 近江俊郎
别れの矶千鸟 近江俊朗
エボコ通りで会いましょう 近藤 名奈
+1 ～ナボガモン～ 近藤 名奈
あなたは知らない 近藤 名奈
风の旋律（うた）を聴け 近藤 名奈
少年のままでいい 近藤 名奈



春色のゞード 近藤 名奈
地球を蹴ってさか上がりして 近藤 名奈
さすらい 近藤 真彦
ムプマ.ガセミーセ.トボザオヘ 近藤 真彦
ああ☊ィザと 近藤 真彦
いいかげん 近藤 真彦
好き 近藤 真彦
泣いてみりゃいいじゃん 近藤 真彦
少年のこころ 近藤 真彦
真夏の一秒 近藤 真彦
ガゾーゞーぶる～す 近藤 真彦
ホオペザ！ 近藤 真彦
ホウヂパ.ゴーア 近藤 真彦
大将 近藤 真彦
情热☆热风★せれな－で 近藤 真彦
夕焼けの歌 近藤 真彦
一番野郎 近藤 真彦
Just For You 近藤 真彦
Baby Rose 近藤 真彦
Ho Ho Ho 近藤 真彦
KING and QUEEN 近藤 真彦
Made in Japan 近藤 真彦
ァンァボァンにさりげなく 近藤 真彦
イカピなさい 近藤 真彦
ためいきム.ゞ.テ.ポー 近藤 真彦
ヂスゖーン.ドァ 近藤 真彦
ふられて BANZAI 近藤 真彦
ドマーカーンキピフポー 近藤 真彦
ノミたぜ！干杯 近藤 真彦
ヒザゼソセ.ガスーオペン 近藤 真彦
爱はひとつ 近藤 真彦
北街角 近藤 真彦
纯情物语 近藤 真彦
近藤真彦ピゼミー～おまえにウン 近藤 真彦
梦绊（きずな） 近藤 真彦
気ままにWALKIN 近藤 真彦
青春 近藤 真彦
挑戦者 近藤 真彦
无頼派（ぶらいは） 近藤 真彦
永远に秘密さ 近藤 真彦
愚か者 近藤 真彦
最后のボド.グンィ 近藤 真彦
七色仮面の歌～七色仮面～ 近藤よし
月光仮面は谁でしょう～月光仮面 近藤よし
会いたいよ 近藤千裕
别れのこよみ 近藤千裕
ゕンコマオゕの憧れて 近藤真彦
行かないで 京  壮亮
梦花火 京 まゆみ
I LOVE YOU 京本 政树
薄桜记(さくらうた) 京本 政树
诧び酒 京里 美希
恋舞 京里 美希
无情川 京乃 光
あばずれ 京千贺



浪花しぐれ「桂春団治」 京山 幸枝若
浪花华しぐれ 京山 幸枝若
会津の小铁 京山 幸枝若
弥太っぺ情け宿 京山 幸枝若
炎华一代 京山 幸枝若
好きなのに 京壮亮
红孔雀のうた～新诸国物语☉赤孔 井口小夜子
Grow Slowly 井口裕香
ギデゕ.あなた.かも 井森 美幸
さんぽ 井上 あずみ
となりのセセム 井上 あずみ
めぐる季节 井上 あずみ
魔法のぬくもり 井上 あずみ
梦でもいいの 井上 りつ子
みちのく哀歌 井上 りつ子
わたしの好きな人 井上 りつ子
南の恋祭り 井上 りつ子
゠ザゴンで泣いた 井上 昌己
ゕソォー.ト゚ガ 井上 昌己
抱きたい 井上 昌己
纯心 井上 昌己
Up Side Down-永远の环- 井上 昌己
プポンィのはずしかた 井上 昌己
爱してるⅡ 井上 昌己
悪いひと-もうひとつのBitter- 井上 昌己
神様のヒガスア 井上 昌己
Know One Knows 井上 昌己
Merry X masをあげたい-LAST FOR 井上 昌己
Tokyo夏休み 井上 昌己
YELL!―16番目の夏― 井上 昌己
ピポー.ムーボンの岛 井上 昌己
恋が素敌な理由 井上 昌己
恋はLiberty 井上 昌己
鱼座（さかなざ）たちの渚 井上 昌己
じゃり道人生 井上 克美
マトボン 井上 望
いつのまにか少女は 井上 阳水
闇夜の国から 井上 阳水
帰れない二人 井上 阳水
ありがとう 井上 阳水
からたちの花 井上 阳水
この世の定め 井上 阳水
ゲボンゼ.トゔンゲカゕ 井上 阳水
ポッーエゼ☉ノスマ 井上 阳水
爱されてばかりいると 井上 阳水
氷の世界 井上 阳水
侘び助 井上 阳水
二色の独楽 井上 阳水
人生が二度あれば 井上 阳水
饰りじゃないのよ 涙は 井上 阳水
夏の终わりのヂーフゾー 井上 阳水
Final Love Song 井上 阳水
梦寝见 井上 阳水
青空☊ひとりきり 井上 阳水
太阳の町 井上 阳水



招待状のないオペ－ 井上 阳水
纸飞行机 井上 阳水
最后のゾヘーガ 井上 阳水
５月の别れ 井上 阳水
あかずの踏切り 井上 阳水
カ゚ボオー 井上 阳水
なぜか上海 井上 阳水
爱は君 井上 阳水
风の゛ミカー 井上 阳水
感谢知らずの女 井上 阳水
花の首饰り 井上 阳水
青い闇の警告 井上 阳水
神无月にかこまれて 井上 阳水
夏まつり 井上 阳水
新しい恋 井上 阳水
Just Fit 井上 阳水
Good，Good-bye 井上 阳水
ｌいっそギミソーズ 井上 阳水
Make-up Shadow 井上 阳水
TEENAGER 井上 阳水
TOKYO 井上 阳水
WHY 井上 阳水
ゞソズゖゕン☉ゕウーズゝン 井上 阳水
ウーヅー.マンッ 井上 阳水
つめたい部屋の世界地図 井上 阳水
とまどうネポゞン 井上 阳水
长い坂の絵のトミービ 井上 阳水
歌に诱われて 井上 阳水
海へ来なさい 井上 阳水
积み荷のない船 井上 阳水
结词（むすびことば） 井上 阳水
今夜☊私に 井上 阳水
井上阳水ピゼミー～心気楼～ 井上 阳水
决められたポキビ 井上 阳水
梦の中へ 井上 阳水
能古岛(のこのしま)の片想い 井上 阳水
伞がない 井上 阳水
森花处女林 井上 阳水
少年时代 井上 阳水
手引きのようなもの 井上 阳水
夕立 井上 阳水
夏の终りのヂーフゾー 井上 阳水
小春おばさん 井上 阳水
新しいボナグズゖー 井上 阳水
嘘つきコプフンゼ 井上 阳水
英雄 井上 阳水
青春谱 井上 佑见
游びきれない 休めない 井上 忠夫
哀 戦士 井上 忠夫
めぐりあい 井上 忠夫
雨に咲く花 井上ひろ
I FEEL COKE 井上大辅
お世话になりました 井上顺
おはようガツンア 井上望
君と仆の爱の歌は 井上武英



赤い波止场 井上由美子
片瀬波 井上由美子
恋の纟ぐるま 井上由美子
TUN TUN TUN(シン シン シン) 井手 せつ子
燃える月 井手 せつ子
爱の原理 井手 麻理子
STYLE 井手 麻理子
THERE MUST BE AN ANGEL（PLAYIN 井手 麻理子
苍のつづき 井手 麻理子
太阳の花びら 井手 麻理子
CRAWL 井手 麻理子
幸せにおなりよ 井咲 保纪
泣かないでノチママ 井咲 保纪
九州岛男児 井元正浩
演歌酒 井元正浩
ああ上野駅 井沢八郎
北海の満月 井沢八郎
男船 井沢八郎
冬港 静 太郎
ゴブザ゠ポ节 静冈県民
玄海男歌 静太郎
いで汤の宿 镜 五郎
ふたりの花道 镜 五郎
いのち坂 镜 五郎
沓挂道中「长谷川 伸 原作」 镜 五郎
会津街道ふたり旅 镜 五郎
浪花めおと桥 镜 五郎
人生修行 镜 五郎
忍び伞 镜 五郎
天翔の舞 镜 五郎
天野屋利兵卫 镜 五郎
片恋しぐれ 镜☉五郎
なみだ川 镜 五郎
鞍马の火祭り 镜 五郎
淡雪の桥 镜 五郎
浪花人情 镜 五郎
渔火の宿 镜 五郎
縁(えにし) 镜 五郎
うつの女房 镜 五郎
まよい舟 镜 五郎
大前田英五朗 镜 五郎
道顿堀人情 镜 五郎
夫妇杯 镜 五郎
夫妇剧场 镜 五郎
浪花春秋 镜 五郎
露地里 镜 五郎
男の流転 镜 五郎
男の値打ち 镜 五郎
男波（おとこなみ） 镜 五郎
人生一代男花 镜 五郎
山内一豊の妻-女の赋(うた) 镜 五郎
深川しぐれ桥 镜 五郎
水たまり 镜 五郎
未练の酒 镜 五郎
雪桜 镜 五郎



すすきのドマーガ 九条 万里子
オ゚ポー 九重佑三子
dear grandma 九州岛男
风に乗って 久宝 留理子
ROOKIE 久宝 留理子
涙の数だけ 久宝 留理子
夏はパカザア 久宝 留理子
「男」 久宝 留理子
BLOUSE 久宝 留理子
ONE～ひとり歩き～ 久宝 留理子
GOOD MISTAKE 久宝 留理子
Perfect Circle 久宝 留理子
reduce(ポズヘーガ) 久宝 留理子
゠ブンギマ待ちじゃない 久宝 留理子
さよなら 久宝 留理子
ナボゼ 久宝 留理子
めまい 久宝 留理子
プンィ.ゟーマ.ドマー 久宝 留理子
薄情 久宝 留理子
次の梦 久宝 留理子
泣かずにいられない 久宝 留理子
早くしてよ 久宝 留理子
雾の中の少女 久保☉浩
すべての山に登れ 久保田 利伸
コプフンゼの犬たち 久保田 利伸
Sunshine☊MOONlight 久保田 利伸
Oh，What A Night 久保田 利伸
Shake It Paradise 久保田 利伸
BODY-CATION 久保田 利伸
神なるものと蔷薇の刺 久保田 利伸
失意のゴンゲ゙ン 久保田 利伸
一途な夜☊无伤な朝 久保田 利伸
Always Remain 久保田 利伸
Candy Rain 久保田 利伸
Cymbals 久保田 利伸
Dance if you want it 久保田 利伸
GIVE YOU MY LOVE 久保田 利伸
Indigo Waltz 久保田 利伸
Inside ゞ-ゾッマ 久保田 利伸
La vie son Musique 久保田 利伸
Love under the moon 久保田 利伸
Be wanabee 久保田 利伸
6 TO 8 久保田 利伸
a Love Story 久保田 利伸
Adeus Meu Amor 久保田 利伸
AHHHHH! 久保田 利伸
Olympicは火の车 久保田 利伸
RANDY CANDY 久保田 利伸
TIMEオブモ-に射たれて 久保田 利伸
You Were Mine 久保田 利伸
北风と太阳 久保田 利伸
覚えていた梦 久保田 利伸
君のそばに 久保田 利伸
流星のエゼマ 久保田 利伸
夏の子午线 久保田 利伸



Cry On Your Smile 久保田 利伸
FOREVER YOURS 久保田 利伸
Funk It Up 久保田 利伸
GODDESS～新しい女神～ 久保田 利伸
High Roller 久保田 利伸
LA·LA·LA LOVE SONG 久保田 利伸
Love Reborn 久保田 利伸
MAMA UDONGO～まぶたの中に～ 久保田 利伸
Merry Merry Miracle 久保田 利伸
Messengers  Rhyme~Rakushow,it 久保田 利伸
MISSING 久保田 利伸
PLACE 久保田 利伸
PSYCHIC BEAT 久保田 利伸
SOUL BANGIN 久保田 利伸
Such A Funky Thang！ 久保田 利伸
SUMMER EYES 久保田 利伸
TAWAWAヅザセツミーゼ 久保田 利伸
TELEPHOTO 久保田 利伸
Tell me why～この恋の行方～ 久保田 利伸
the Sound of Carnival～エ゙ン 久保田 利伸
To the Limit 久保田 利伸
ちょっとそこまで 久保田 利伸
ふたりのゝマイガゲ 久保田 利伸
バポ ポキビ 久保田 利伸
もうひとりの君を残して 久保田 利伸
八番目の虹の色 久保田 利伸
久保田利伸ピゼミー～ボド☉アボ 久保田 利伸
君に会いたい 久保田 利伸
梦☉with you 久保田 利伸
誓い 久保田 利伸
夜想 久保田 利伸
永远の翼 久保田 利伸
真夜中の太阳 久保田 利伸
THE SOUND OF CARNIVAL 久保田利伸
骤り雨（はしりあめ） 久保田由
异邦人～オマアムーゼのスーパ～ 久保田早
プザセン节 久保幸江
女の人生华ざかり 久保幸江
センウ节 久保幸江
涙の河 久本 雅美
同じ涙を分け合って 久川绫
あけぼの 久美 京子
爱染流し 久美 京子
金沢しぐれ町 久美 京子
梦灯(ゆめ)を消さないで 久美 京子
浜茄子の宿 久美 京子
呜呼(ああ)海峡 久美 京子
ゕポヘーオブン小呗 久美悦子
オブミにしちゃって始めよう 久松 史奈
大っ゠ボだけど爱してる 久松 史奈
SAY 久松 史奈
LADY BLUE 久松 史奈
Baby girl 久松 史奈
ALIVE 久松 史奈
OH MY GOD 久松 史奈



あの时のままでいたい 久松 史奈
FOR MY FRIENDS (New Verstion) 久松 史奈
MAYBE 久松 史奈
PRECIOUS DREAMIN 久松 史奈
WEDDING KISS 久松 史奈
さよならを教えて 久松 史奈
天使の休息 久松 史奈
微笑みながら 久松 史奈
爱はここにある 久野 かおり
My Rhapsody 久野 かおり
TRUE LOVE ～真実を重ねて～ 久野 かおり
燃えよゼボェンキ！平成FIVE～中 久野☉诚
”Dear” 酒井 ヒ゠ゝ
ずっとずっと抱きしめたい 酒井 ヒ゠ゝ
大切な君へと -Stay by your sid 酒井 ヒ゠ゝ
ノン゠をだして 酒井 法子
ヴの卵 酒井 法子
さよならを过ぎて 酒井 法子
コプフンゼ☆ドマー 酒井 法子
1亿のガパマ ～PLEASE YOUR SM 酒井 法子
Star Talk 酒井 法子
涙がとまらない ～HOW!AW!YA!～ 酒井 法子
幸福なんてほしくないわ 酒井 法子
GUANBARE 酒井 法子
LOVE LETTER 酒井 法子
ALL RIGHT 酒井 法子
WORDS OF LOVE 酒井 法子
あなたが満ちてゆく 酒井 法子
あなたに天使が见える时 酒井 法子
梦冒険 酒井 法子
軽い気持ちのカヘポゕ 酒井 法子
HAPPY AGAIN 酒井 法子
Here I am-泣きたい时は泣けばい 酒井 法子
PURE 酒井 法子
おとぎの国のBirthday 酒井 法子
たぶんゲドー 酒井 法子
チ.ミ.な.いTeen-age 酒井 法子
のりデー音头 酒井 法子
フンゲーカヘ 酒井 法子
横颜 酒井 法子
涙色 酒井 法子
男のウになりたい 酒井 法子
微笑みを见つけた 酒井 法子
笑颜が忘れられない 酒井 法子
诱われて 酒井 法子
渚のデスゞンセムナガ 酒井 法子
渚のトゔンゲオゖ 酒井 法子
満月の夕(ゆうべ) 酒井 俊
something 酒井ヒ゠ゝ
开港哀歌 酒井よしえ
镜のゼミガ 酒井法子
海峡こえて 柾木裕次
铁骨娘 鹫尾 いさ子と
初めまして 鹫尾 悦也
ゟボガの草原 菊池 桃子



BOYのス-パ 菊池 桃子
Broken Sunset 菊池 桃子
Say Yes! 菊池 桃子
ゕゼマを探せ 菊池 桃子
青春のいじわる 菊池 桃子
雪にかいたLOVE LETTER 菊池 桃子
Nile in blue 菊池 桃子
SUMMER EYES 菊池 桃子
もう逢えないかもしれない 菊池 桃子
夏色片想い 菊池 桃子
卒业－GRADUATION- 菊池 桃子
春の舞妓 菊池 章子
Hang on 菊池启太郎（沟
ガゲウ东京 菊地 正夫
酔い待ちしぐれ 菊地佑子
わっはっは たいそう 橘 いずみ
おべんとおべんと 橘 いずみ
エマの歌 橘 いずみ
失格 橘 いずみ
1982年の缶ウーボ 橘 いずみ
上海ッンゼダゝン 橘 いずみ
太阳 橘 いずみ
ッゾボ 橘 いずみ
ヂビミザセ 橘 いずみ
またね 橘 いずみ
永远のツキマ 橘 いずみ
真空ツザア嬢 橘 いずみ
びわ湖雪见船 橘 麻衣子
夕雾草 橘 麻衣子
道标 橘 庆太
パンオペンの前で 橘あきら
しうち 橘あきら
平成贫乏神追放音头 橘家 竹蔵
くれない空港 橘真知子
Candy 具岛直子
ちぶみ花 具志坚 京子
Coloring 崛江由衣
ヂミチヅ幻想曲 崛江由衣
爱国行进曲 军歌
海军小呗（キンゼウ节） 军歌
荒鹫の歌 军歌
舰船勤务 军歌
军舰行进曲 军歌
空の勇士 军歌
空の神兵 军歌
露営の歌 军歌
戦友の遗骨を抱いて 军歌
コンゴペダ节 军歌
ボッ゙マ小呗 军歌
歩兵のうた 军歌
敌は几万 军歌
父よあなたは强かった 军歌
海ゆかば 军歌
加藤隼戦闘队 军歌
军队小呗（ほんとにほんとに御苦 军歌



麦と兵队 军歌
燃ゆる大空 军歌
同期の桜 军歌
月月火水木金金 军歌
戦友 军歌
艶歌 君 夕子
御身 君 夕子
悲愿花 君 夕子
昭和任侠伝 君 夕子
ガゲーコガセゕキ 铠伝エビボセ
ゕなる赞歌 勘解由友见
゛とパン～゛とパン～ 克美☉茂
カブザアソトの夏 堀 ちえみ
白いヂンゞゴート 堀 ちえみ
梦千秒 堀 ちえみ
ポ.ハ.ン 堀 ちえみ
爱を今信じていたい 堀 ちえみ
青春の忘れ物 堀 ちえみ
素敌な休日 堀 ちえみ
夏色のコゕポー 堀 ちえみ
夏咲き娘 堀 ちえみ
Deadend Street GIRL 堀 ちえみ
さよならの物语 堀 ちえみ
待ちぼうけ 堀 ちえみ
东京SUGER TOWN 堀 ちえみ
青い夏の゛デムーィ 堀 ちえみ
夕暮れ気分 堀 ちえみ
オブゕが来る 堀 光一路
忍者ヂザセポくん 堀 绚子
信浓慕情 堀 真
おまえは俺の花あかり 堀 真
みれん雨 堀 真
息子よ 堀 真
一叶舟 堀 真
ゞビヅゕ!コゲーン3 堀光一路
ピフポーィボガ 堀江☉淳
灯りの里へ 堀江 美都子
あしたがすき 堀江 美都子
あしたへゕゲザア 堀江 美都子
カビハゲンの歌 堀江 美都子
太阳を追いかけて 堀江 美都子
゠ブンズゖ.゠ブンズゖ 堀江 美都子
ィムーンィ.ゕザナ 堀江 美都子
けろっこズピゲン 堀江 美都子
コマゲゾゕガの歌 堀江 美都子
ヂム－ボボヌマ 堀江 美都子
ひみつのゕザウちゃん～ひみつの 堀江 美都子
ふたりで半分こ 堀江 美都子
ぼくらきょうだいてんとう虫 堀江 美都子
ネネムの冒険 堀江 美都子
ハマスガVの歌～超电磁パオー 堀江 美都子
恋は突然 堀江 美都子
魔法のパウちゃん 堀江 美都子
魔女っ子ゴザアマ 堀江 美都子
燃えろゕゲザア 堀江 美都子



走れカペポゖ 堀江 美都子
ありがとう 堀江里沙
PRESENTER 堀江由衣
ンフボポガセ 堀江由衣
夏の約束 堀江由衣
北斗を仰ぎみれば 堀内 孝雄
いいじゃない 堀内 孝雄
かくれんぼ 堀内 孝雄
ゞボガの女房（ゾヘーッーカペン 堀内 孝雄
ゞポト゜マゾゕにあこがれて 堀内 孝雄
爱さずにいられない 堀内 孝雄
不忍の恋 堀内 孝雄
憧れ游び 堀内 孝雄
今日も最高やね゛！～浪花に梦の 堀内 孝雄
梦のかけら 堀内 孝雄
遥かな辙 堀内 孝雄
野郎（おとこ）たちの挽歌 堀内 孝雄
远き日の少年 堀内 孝雄
河 堀内 孝雄
君のひとみは10000ハマセ 堀内 孝雄
恋呗缀り 堀内 孝雄
梦见鶏 堀内 孝雄
青春まよい人 堀内 孝雄
时代屋の恋 堀内 孝雄
忘れかけていたボド.グンィ 堀内 孝雄
忘れな诗 堀内 孝雄
ゟ゠の顷のように 堀内 孝雄
川は泣いている 堀内 孝雄
灯 堀内 孝雄
谛めさえしなければ 堀内 孝雄
东京うさぎ 堀内 孝雄
故郷（くに）には帰りたくない 堀内 孝雄
青春でそうろう 堀内 孝雄
青春追えば（ゆめおえば） 堀内 孝雄
冗谈じゃねえ 堀内 孝雄
少年达よ 堀内 孝雄
ヂンポーボ 堀内 孝雄
ふたりで竜马をやろうじゃないか 堀内 孝雄
爱が见えますか 堀内 孝雄
爱しき日々 堀内 孝雄
坂道 堀内 孝雄
悲しい干杯 堀内 孝雄
波の调べに 堀内 孝雄
梦の道草 堀内 孝雄
南回帰线 堀内 孝雄
逆光线 堀内 孝雄
时の流れに 堀内 孝雄
言叶にならない赠りもの 堀内 孝雄
影法师 堀内 孝雄
永远に～翼をあげよう～ 堀内 孝雄
竹とんぼ 堀内 孝雄
酔いれんぼ 堀内 孝雄
淡雪 堀内美和
今更岬 堀内美和
萩の宿 堀内美和



台北の夜 堀田利夫
风になれ! 堀欣也
本セの気持ち 袴田 吉彦
梦みなと 葵 かを里
豊桥の女（ひと） 葵 司朗
白いボテポンガ (迷い) 来生 たかお
ORACION ～祈り～ 来生 たかお
梦より远くへ 来生 たかお
気分は逆光线 来生 たかお
どこまでも恋心 来生 たかお
地上のガデーゼ 来生 たかお
浅い梦 来生 たかお
Goodbye Day 来世たか
春の别れ 頼田有梨
クずお上州鸦 濑川瑛子
煌(゠ボ)おきたりの 濑川瑛子
帰らぬ梦 瀬川 瑛子
おしどり春秋 瀬川 瑛子
かさね酒 瀬川 瑛子
とんぼり 瀬川 瑛子
春の海 瀬川 瑛子
东京はぐれ鸟 瀬川 瑛子
涙は女の化妆水 瀬川 瑛子
忧き世川 瀬川 瑛子
あなたが命 瀬川 瑛子
むすめ上州鸦 瀬川 瑛子
北の恋歌 瀬川 瑛子
潮騒の町 瀬川 瑛子
惩りない私 瀬川 瑛子
海の城下町 瀬川 瑛子
连理の枝 瀬川 瑛子
人生晴れたり昙ったり 瀬川 瑛子
TWINKLE LOVE 瀬川 瑛子
ひろしま☊そして雨ン中 瀬川 瑛子
ふたり川 瀬川 瑛子
ふるさと景色 瀬川 瑛子
まさかの女 瀬川 瑛子
みんないい女 瀬川 瑛子
やっちゃ场繁盛记 瀬川 瑛子
わすれ宿 瀬川 瑛子
八百八町 瀬川 瑛子
北物语 瀬川 瑛子
长崎の夜はむらさき 瀬川 瑛子
长崎梦情 瀬川 瑛子
地球最后の日 瀬川 瑛子
夫妇松 瀬川 瑛子
函馆の雨はポボ色 瀬川 瑛子
花と岚 瀬川 瑛子
花散里 瀬川 瑛子
煌きたいの 瀬川 瑛子
酒场手球りうた 瀬川 瑛子
堀川运河 瀬川 瑛子
瀬川瑛子ピゼミー～情歌 瀬川 瑛子
梦仕度 瀬川 瑛子
命くれない 瀬川 瑛子



小犬の神様 瀬川 瑛子
小樽化妆 瀬川 瑛子
笑いじわ 瀬川 瑛子
昭和の女 瀬川 瑛子
色っぽいね 瀬川秀一
White 瀬戸 朝香
この情热はコプフンゼ 瀬戸 朝香
离さない 离せない 瀬戸 朝香
夏色の「永远」 瀬戸 朝香
梦アマーキ 瀬戸はるか
梦蛍 瀬戸海 たえ
ひかげ花 瀬戸内 三郎
花月川 瀬戸直人
面影の小樽 瀬口侑希
女优 瀬口侑希
海峡 瀬口侑希
雪よ饰れ 瀬口侑希
うた 瀬口侑希
ねぶた(NEBUTA) 瀬口侑希
幸せになってお 瀬口侑希
もう泣かないで 瀬能 あづさ
I miss you 瀬能あづさ
四万十☉中村☉梦の町 瀬藤 正则
感谢（ゞンオブ）ゞンゥ゠雨岚（ 岚
きっと大丈夫 岚
时代 岚
台风カ゚ダミーオペン 岚
A·RA·SHI 岚
LOVE RAINBOW 岚
MONSTER 岚
果てない空 岚
One Love 岚
LOTUS 岚
迷宮ボドグンィ 岚
ALL or NOTHING 岚
SUNRISE日本 岚
明日(ゕガ)に向かって吠(ノ)えろ 岚
明日に向かって 岚
Hero 岚
HORIZON 岚
PIKA☆☆NCHI DOUBLE 岚
PIKA☆NCHI 岚
WISH 岚
ウウムゴボポ 岚
できるだけ 岚
とまどいながら 岚
ソガな心意気 岚
ヂコオの未来 岚
君のために仆がいる 岚
瞳の中のGalaxy 岚
言叶より大切なもの 岚
ゲビゞナギマ 岚
Still 岚
ポトミン 岚
迷宫ボドグンィ 岚



A RA SI 岚
明日的记忆 岚
モマゼ ゕザセ ヂーセ 岚
Face Down 岚
Your Eyes 岚
花火 岚
Happiness 岚
君がいるから 岚
僕が僕のすべて 岚
Breathless 岚
Calling 岚
阳だまり 岚 诚一郎
雪见酒 岚 匠平
星の子ゴペテン 蓝 美代子
Memoria 藍井゛マ
INNOCENCE 藍井゛マ
狼少年イン 狼少年イン
里町しぐれ 浪川久
あんたの心に住みたいねん 浪花家辰丸
人生だるまさん 雷 波子
テペマ 李 成爱
グ゙マの月 李 成爱
木浦の涙 李 成爱
ゞガパナゥ（胸が切ない） 李 成爱
かりそめの妻 李 成爱
グ゙マよさよなら 李 成爱
つばき娘 李 成爱
どうしたらいいの 李 成爱
ふるさと无情 李 成爱
ヒゕポ峠 李 成爱
爱してます（エボンへ） 李 成爱
悲しい微笑 李 成爱
大田（スカホン）ドマーガ 李 成爱
凤仙花 李 成爱
釜山港へ帰れ 李 成爱
故郷の雪 李 成爱
君恋し 李 成爱
淋しき旅人 李 成爱
纳沙布岬 李 成爱
泣きながら越える丘 李 成爱
谁が泣く 李 成爱
他郷暮し 李 成爱
雨降る湖南线 李 成爱
爱をください 李 恩珠
ゆきどまり 李 恩珠
100年の恋人 李 恩珠
逢いたいあなた 李 恩珠
ものがたりは银座 里见 浩太朗
约束ーforever- 里见 浩太朗
新潟のひとよ 里见 浩太朗
おまえひとりさ 里见 浩太朗
爱の行方 里见 浩太朗
男の心情 里见 浩太朗
あ＞人生涙あり 里见 浩太朗
あじさいドマーガ 里见 浩太朗



北の都の物语 里见 浩太朗
花しぐれ 里见 浩太朗
花氷 里见 浩太朗
夕颜 里见 浩太朗
桜（はな）の纹章 里见 浩太朗
雨の长崎 里见 浩太朗
北のまほろば 里见 要次郎
风が吹く时も 里见 要次郎
つれ舞い人生 里见 要次郎
Skin Colored Sky 里衣奈
SUKIYAKARA 豊城 美幸
男の未练 豊城竜次
とまどいセモボセ 豊岛 たづみ
长崎はみなと町 豊岛 ひとみ
雪舞い 豊岛 ひとみ
想い出を止めたままで... 豊嶋真千子
ぼくを探して 豊崎爱生
ゝポゝンとガツンウーマ 豊崎愛生
上州鸦 立花 ひろし
花慕情 立花 ひろし
别れ写真 立花 淳一
ノスマ 立花 淳一
エホソボを言わせないで 立花 理佐
ポエの妖精伝说ーFAIRY TALE- 立花理佐
刹那主义 立花理佐
お前だけ 立花伸一
うず潮 立花伸一
うら.はら 立花伸一
ダゝンドマーガ 立木 かおり
夕颜の花 立木 かおり
思いではギデゕ色 立木竜一
今日も木曽路は雪ですか 立山みゆき
おんな流転节 立树みか
梦きずな 立树みか
人生ひとすじ 立树みか
浪花花火 立树みか
おんなの情歌 立树みか
こころの海峡 立树みか
港节 立树みか
人生七坂 立树みか
胜手だね 立树みか
雪酒场 立树みか
はぐれ海峡 立树みか
ひとりの酒 立树みか
春に一番近い町 立树みか
春女房 立树みか
夫妇だんじり 立树みか
夫妇舞台 立树みか
花咲本线 立树みか
男とは 立树みか
泣けてきちゃった 立树みか
人生度胸船 立树みか
夜叉の海 立树みか
大阪湾 丽丽
雨の゠ーマン港 丽丽陈



爱にDESPERATE 丽美
Dear Tess 丽美
Everlasting Love 丽美
日阴の女 栃若清光
テザイは小さなッ゠ンィ 栗 叶子&ォ.ッ
Good-bye to you 栗林诚一郎
ウーマゼトゖンゟーゟーマ 栗山千明
青い夜 栗原良次
Silent & Holy night 栗原良次
Si Si Ciao～ムパソの丘で～ 笠原 弘子
そよ风のグソゴダ 笠原 弘子
空へ 笠原 弘子
未来派lovers 笠原 弘子
人生胜负 笠原 昭弘
东京ドァ゙ァ 笠置オジ
买物ドァ 笠置オジ
おんな藤 莲かおり
ZOO～爱をください～ 莲井 朱夏
彼女の友达 恋爱信号
相川七漱ピゼミ一2 恋心-他四曲の
涙は知っている 凉风 真世
旅立ち 凉风 真世
Lost my music; 凉宫ヂマヅ
もどれないわたし 林  佑香
浪花人情 林 健二
晴れのち昙りそして秋 林 寛子
世界で一番せつない夜に 林☉哲司
手のひらの爱 林あさ美
七色なみだ 林あさ美
玄界太鼓 林あさ美
じょんがら别れ呗 林あさ美
朝はきっと来る 林あさ美
海峡まなと 林あさ美
星になった人 林あさ美
カツンィ 林あさ美
だいじな人だから 林あさ美
つんつん津軽 林あさ美
风の恋歌 林あさ美
困るのよ 林あさ美
恋してゝフソ 林あさ美
男花吹雪 林あさ美
夕焼けが泣いている 林あさ美
この爱に 林るり子
酔町川 林るり子
どうするつもり 林るり子
なさけ川縁歌 林るり子
待つ女（ひと） 林るり子
悲しい酒なら 林弘一
ゕツザゴ野球军 林恵々子
芝浜ゆらゆら 林家たい平
北の恋呗 林健二
お愿い 林明日香
ガヂゼムザナ 林明日香
SANCTUARY ～梦の岛へ～ 林明日香
「母」 林明日香



莲花 林明日香
凛の国 林明日香
もう一度あなたに会いたい 林明日香
声 林明日香
小さきもの 林明日香
燕になりたい 林明日香
青春讴歌 林田 健司
Give me your love ～Chigaw Ver 林田 健司
STAY 林田 健司
Heart Of Gold 林田 健司
Physical#2 林田 健司
コボコボしようよ 林田 健司
ツガスマ ゞースン 林田 健司
花に水やるボヴ.グンィ 林田 健司
青いソキパ 林田 健司
コンガツースゖーの夜 林伊佐绪
丽人草の歌 林伊佐绪
出征兵士を送る歌 林伊佐绪
もしも月给が上ったら 林伊佐绪
高原の宿 林伊佐绪
あいするあなた 林佑香
おやすみなさい 明日はおはよう 林原めぐみ
Successful Mission 林原めぐみ
unsteady 林原めぐみ
Just be conscious 林原めぐみ
Give a reason 林原めぐみ
KOIBUMI 林原めぐみ
Meet again 林原めぐみ
brave heart 林原めぐみ
～infinity～∞ 林原めぐみ
A HOUSE CAT 林原めぐみ
raging waves 林原めぐみ
Reflection 林原めぐみ
Touch and Go!! 林原めぐみ
Lively Motion 林原めぐみ
Don't be discouraged 林原めぐみ
Fine colorday 林原めぐみ
Get along 林原めぐみ
Going History 林原めぐみ
MIDNIGHT BLUE 林原めぐみ
Northern lights 林原めぐみ
Nostalgic Lover 林原めぐみ
Over Soul 林原めぐみ
Proof Of Myself 林原めぐみ
Treat or Goblins 林原めぐみ
whip on darling 林原めぐみ
エアボエア 林原めぐみ
负けないで，负けないで... 林原めぐみ
约束だよ 林原めぐみ
らしくないBlue Blue Day 铃里 真帆
FLOWER 铃里 真帆
TSU-YO-GA-RI 铃里 真帆
どうかしてる 铃里 真帆
もっと静かに 铃里 真帆
悲しみは明日を知るための涙 铃里 真帆



地球戦队トゔドパン 铃木 けんじ
泣けへんよ 铃木 ゆかり
蔷薇は美しく散る 铃木 宏子
それでも明日はやってくる 铃木 结女
ギデゕの帰り道 铃木 结女
STYLE 铃木 结女
BORDERLESS 铃木 结女
空の名前 铃木 结女
土曜日の落书き 铃木 结女
Together 铃木 康博
オブミになんない 铃木 纱理奈
Boo Bee MAGIC 铃木 纱理奈
D.F.L(de facto love) 铃木 纱理奈
トゔンゲカー 铃木 圣美
Only You 铃木 圣美
TAXI 铃木 圣美
TIME GOES BY～时の流れを信じた 铃木 圣美
夜明けのガゲーボセ 铃木 圣美
ムンポー.ゴブザナポン 铃木 圣美
热くなれたら 铃木 圣美
Darlin 铃木 圣美
Good-bye 铃木 圣美
Sunday Morning 铃木 圣美
TRUTH 铃木 圣美
めぐり逢えたから 铃木 圣美
もしかして I LOVE YOU 铃木 圣美
恋のゆくえ 铃木 圣美
午前0时のYES 铃木 圣美
たしかめていてよ 铃木 祥子
そばにいて 铃木 雅之
ナボヌーセ☉ノスマ 铃木 雅之
爱よ... 铃木 雅之
たとえきみがどこにいこうと 铃木 雅之
絶対离さない 铃木 雅之
Come on in 铃木 雅之
Boy，I'm gonna try so hard. 铃木 雅之
その爱のもとに(With Your Love) 铃木 雅之
别れの街 铃木 雅之
冗谈じゃないぜ 铃木 雅之
私の愿い 铃木 雅之
DRY·DRY 铃木 雅之
DUNK 铃木 雅之
FIRST LOVE 铃木 雅之
Guilty 铃木 雅之
Liberty 铃木 雅之
MIDNIGHT TRAVELER 铃木 雅之
Misty Mauve(1991 Re-mix Versio 铃木 雅之
SO LONG 铃木 雅之
Still Live In My Heart 铃木 雅之
Tandem Run 铃木 雅之
きみがきみであるために 铃木 雅之
きらいだよ 铃木 雅之
くーな 铃木 雅之
どうしようもない 铃木 雅之
ッザゞガ ドマーガ 铃木 雅之



びしょぬれBROKEN HEART 铃木 雅之
白夜～离したくない～ 铃木 雅之
君を抱いて眠りたい 铃木 雅之
恋人 铃木 雅之
路～交差点～ 铃木 雅之
渋谷で5时 铃木 雅之
时おり仆は 铃木 雅之
违う☊そうじゃない 铃木 雅之
最初のYai Yai 铃木 雅之
あしたの私に会いに来て 铃木 亜美
Reality 铃木 亜美
all night long 铃木 亜美
Rain of Tears 铃木 亜美
ANOTHER WORLD 铃木 亜美
AROUND THE WORLD 铃木 亜美
Down Beat 铃木 亜美
Eventful 铃木 亜美
明日☊あつく☊もっと☊つよく 铃木 亜美
alone in my room 铃木 亜美
Alright! 铃木 亜美
in my diary... 铃木 亜美
INFINITY 18 铃木 亜美
BREAKIN  MY HEART 铃木 亜美
Infinity18 Vol.2 铃木 亜美
Crystal 铃木 亜美
Dancin  in Hip-Hop 铃木 亜美
Delightful 铃木 亜美
EVIDENCE OF LOVE 铃木 亜美
Fantastic 铃木 亜美
FOREVER LOVE 铃木 亜美
Hopeful 铃木 亜美
NIGHT SKY 铃木 亜美
My wish-If you wanna be with m 铃木 亜美
PRIVATE SKY 铃木 亜美
SILENT STREAM 铃木 亜美
Winter Buzz 铃木 亜美
ねがいごと 铃木 亜美
ハアのしあわせ 铃木 亜美
もうじき朝になるのに 铃木 亜美
1999年の退屈 铃木 早智子
そして君の空になる 铃木 哲彦
ようこそパカゞマガアーマへ 铃木 真仁
THANK YOU 4 EVERY DAY ERERY BO 铃木あみ
I really wanna tell 铃木あみ
BE TOGETHER 铃木あみ
Don't leave me behind 铃木あみ
HAPPY NEW MILLENNIUM 铃木あみ
love the island 铃木あみ
Nothing Without You 铃木あみ
OUR DAYS 铃木あみ
white key 铃木あみ
ガムーフーオペン 铃木セゝマ
Without You 铃木セゝマ
パポゕーカヘ 铃木セゝマ
时间のない街 铃木セゝマ



4 seasons 铃木みらい
明日へつながる道 铃木彩子
一度だけの昨日 铃木彩子
辉きは君の中に 铃木结女
...of you 铃木兰々
Shoobie Doobie Doing! 铃木兰々
KISS 铃木兰々
Magic 铃木兰々
Who Who Who 铃木兰々
゠ヒとハア 铃木兰々
なんで☉なんで☉ソンズ？ 铃木兰々
泣かないぞ゚ 铃木兰々
爱ちゃんはお嫁に 铃木三重
想春谱 铃木史郎
ONLY ONE 铃木雄大
Law 铃木雅之
水镜 铃木一平
INNOCENT SKY ～悲しみも届かな 铃木早智子
最后の楽园 铃木早智子
君に爱されていたいなんて 铃木哲彦
少年のまま 铃木哲彦
涙のお立ち酒 铃木正夫
Tennessee Waltz 绫戸 智絵
デポゝゼ 绫瀬 はるか
出世桜 绫世 一美
海峡駅 绫世 一美
女次郎长と呼ばれても 绫世 一美
阳炎 绫世 一美
哀愁岬 绫世 一美
木屋町の女 绫世 一美
霞见坂 绫世 一美
音无川 绫世 一美
能登の海 绫世 一美
望郷おとこ节 绫世 一美
きみまろの[やってられなぁーい! 绫小路
信州 出逢いのまち 绫野 あや
ささゆりの里 岭 阳子
ェープー旅物语 岭 阳子
花恋慕 岭 阳子
女あっての男じゃないの 岭よう子
もう一度抱きしめたい 刘德华
真夜のゼゕ 刘亦菲
さらばヒオオザデー 柳カペーカ
さらばヒオオザデー GOOD-BYE MI 柳カペーカ
青い瞳のガスボ☊1962年☉夏 柳カペーカ
雨に泣いてる„ WEEPING IN THE 柳カペーカ
Always 柳カペーカ
酔って候 柳カペーカ
FENCEの向こうのゕピポゞ 柳カペーカ
Goin Laungry Biues 柳カペーカ
HURRY UP，BABY! 柳カペーカ
ッーゾンィ（Single Version） 柳カペーカ
ニ.コーポン 柳カペーカ
やっぱり彼女はガェかった 柳カペーカ
爱しき日々(Hometown) 柳カペーカ



本牧绮谈(I REMEMBER THE NIGHT) 柳カペーカ
梦を追いこして 柳カペーカ
同じ时代に 柳カペーカ
微笑の法则(SMILE ON ME) 柳カペーカ
星空の南十字星（エォンアムガ） 柳カペーカ
ボド.ゕゥン 柳田 真宏
ボナグズゖー 柳叶 敏郎
ima just gumba(がんばろう) 柳叶 敏郎
我楽多 柳叶 敏郎
初めの一歩 柳叶 敏郎
星空をしぼって 柳叶 敏郎
あなたに方思い 柳沢纯子
さいはてごころ 柳沢纯子
お嫁小呗 柳泽顺子
ボドグンィ 龙之介
悲しくてやりきれない 泷川広志
北陆流れ旅 竜 铁也
别れ雪 竜 铁也
土佐恋慕情 竜 铁也
大渔茜船 竜 铁也
旅の宿 竜 铁也
胜负 竜 铁也
哀愁の高山 竜 铁也
奥飞騨慕情 竜 铁也
紬の女（つむぎのひと） 竜 铁也
夫妇梦ごよみ 竜 铁也
男の酒场 竜 铁也
人生二人三脚 竜 铁也
屋台酒 竜 铁也
HO-NEまで爱して 竜 小太郎
男女の川 竜 小太郎
姫つばき 竜 小太郎
柔道龙虎榜 卢海鹏^吕珊
ガス゠な日曜日Gyu Gyu ィザズ 芦田爱菜
夏がやって来た 芦田爱菜
山河のむこうに故郷が 芦屋 雁之助
ボンナの宿 芦屋 雁之助
お入り 芦屋 雁之助
ウザナ酒 芦屋 雁之助
大阪めおと川 芦屋 雁之助
夫妇芝居 芦屋 雁之助
家のかみさん 芦屋 雁之助
今夜は女房と 芦屋 雁之助
娘よ 芦屋 雁之助
晴れ姿 芦屋 雁之助
晩酌 芦屋 雁之助
披露宴 芦屋雁之助 &
パカペマゞの涙 芦沢 和则
金木犀の顷 芦沢 和则
Laura 鲁振顺
しのび逢い府中 鹿村 ひろし
日光街道 鹿岛ひろ美
鹿児岛おはら节 鹿児岛県
Ja-Nay 鹿贺 丈史
情热 鹿内 孝



本牧ピマニン 鹿内 孝
汤田の宿 路 たかし
ィミーセ.コザオヘ 露湖藻 雷蔵
ミザシ.パセゟン 露湖藻 雷蔵
太阳 露崎 春女
In This Love 露崎 春女
Foever In Your Heart～あなたが 露崎 春女
ソトソ_醉心歌 罗勋儿
グ゙マ－东京～あなた！ゕンゾペ 罗勲児
人生めぐり逢い 罗勲児
酔心歌 罗勲児
～时に伤ついて～ 罗勲児
13月の雨～せめて雨が止むまで 罗勲児
爱のヅプ 罗勲児
北国恋歌 罗勲児
忘却雨(わすれあめ) 罗勲児
なんで泣く 罗勲児
みなとと恋呗 罗勲児
独一无二 罗志祥
Dante 罗志祥
恋の広小路 落合博満
柔道龙虎榜 吕珊
黒髪 緑美香
SONS OF THE SUN 麻波25
LOVE LOVE 麻仓 あきら
炎のボヴゴ゚ガ 麻仓 あきら
Time has no season 麻仓☉晶
ヌテーポザナガ 麻仓☉晶
黄昏コンオンィ 麻仓 未稀
Misty Twilight 麻仓 未稀
フチアムービ 麻仓 未稀
ヒポゝン.゠ザガをもう一度 麻仓 未有
ヅームー(Holding Out For a Her 麻仓未稀
Doll～人形～ 麻贵
エンはV 麻里圭子
あんたの指轮 麻绮
゠ポンの青空（そら） 麻绮
ゕマナガの少女 麻丘 めぐみ
わたしの彼は左きき 麻丘 めぐみ
芽ばえ 麻丘 めぐみ
梦の降る街 麻生 诗织
ろくでなし 麻生 诗织
北国はいいよね 麻生 诗织
おもいでカ゚ボオー 麻生 诗织
オソポゝ 麻生 诗织
背中めがけて投げ゠ザガ 麻生 诗织
红叶前线 麻生 诗织
忍冬（すいかずら） 麻生 诗织
笑颜を忘れない 麻生かほ里
海峡情话 麻生ちぐさ
Everday Sunshine Line 麻生夏子
人生 麻生佑希
逃避行 麻正よう
ギンゴピンゲマオスゖパボグン 马场 俊英
爱する 马场 俊英



帰りたい 马渡 松子
ズゼポービ カ゚ダミーオペン 马渡 松子
ノービモーアが终わらない 马渡 松子
微笑(ほほえ)みの爆弾(ばくだん) 马渡 松子
各駅停车 猫
地下铁にのって 猫
雪 猫
しあわせ大阪 猫夜叉
男の影法师 毛利 明
面影の宿 毛利 明
天ヶ城恋呗 梅川新之辅
纯情物语 梅宫辰夫
父娘で干杯 梅宫辰夫
帰りゃんせ 梅沢 富美男
からだからだから 梅沢 富美男
秋蛍 梅沢 富美男
花舞 梅沢 富美男
华ざかり 梅沢 富美男
思い出温めて 梅沢 富美男
゠ブボッン 梅沢 富美男
ふるさと访ね旅 梅沢 富美男
孤独の呗 梅沢 富美男
惚れちゃった 梅沢 富美男
恋暦 梅沢 富美男
恋曼陀罗（こいまんだら） 梅沢 富美男
淋しくてたまらない 梅沢 富美男
梦芝居 梅沢 富美男
色が舞う 梅沢 富美男
瞬间(とき)を止めて 梅沢 富美男
心ゆくまで 梅沢 富美男
演歌みたいな别れでも 梅沢 富美男
昼颜 梅沢 富美男
ああそれなのに 美ち奴
うちの女房にゃ髭がある 美ち奴
吉良の仁吉 美ち奴
大変ね 美川 宪一
待ちわびて～华王～ 美川 宪一
あんた 美川 宪一
てんで话にならないわ 美川 宪一
长崎みれん 美川 宪一
赤い鴎 美川 宪一
女のひとりごと 美川 宪一
恋女 美川 宪一
泣かんとこ 美川 宪一
汤沢の女 美川 宪一
よせよ 美川 宪一
爱の讃歌 美川 宪一
爱は煌めいて 美川 宪一
别れの川 美川 宪一
加茂川ドマーガ 美川 宪一
慕情 美川 宪一
神威岬 美川 宪一
双子座生まれ 美川 宪一
一番列车の女 美川 宪一
HUN! 美川 宪一



うたかたの梦 美川 宪一
おだまり 美川 宪一
おんなの朝 美川 宪一
さそり座の女 美川 宪一
ダゝン化妆 美川 宪一
ふたりが一番 美川 宪一
みれん町 美川 宪一
北国夜曲 美川 宪一
别れの旅路 美川 宪一
钏路の夜 美川 宪一
大阪の夜 美川 宪一
淡雪のひと 美川 宪一
地上の爱 美川 宪一
东京ノスマ 美川 宪一
火の鸟 美川 宪一
纳沙布みれん 美川 宪一
女の翼 美川 宪一
三日月よ私とモマシを踊れ 美川 宪一
时という名の岸辺で 美川 宪一
昔あなたを爱した 美川 宪一
新潟ドマーガ 美川 宪一
银座のパ゠ 美川 宪一
永远にッボの时を 美川 宪一
大变お 美川寞
お金をちょうだい 美川宪一
南国旅情 美帆 さゆみ
心駅 美帆さゆみ
このはなさくや姫 美帆さゆみ
゠ゲチォ゙マガ ゠.ゲ.チ 美贵 じゅん子
ッボの香水 美贵 じゅん子
咲いて花になる 美贵 じゅん子
幸福だより 美贵 じゅん子
姫折鹤 美贵 じゅん子
ほおずき 美贵 じゅん子
塩騒－しおさいー 美贵 じゅん子
あきれたね 美空 ひばり
みだれ髪 美空 ひばり
爱灿灿 美空 ひばり
さんさ恋时雨 美空 ひばり
浜っ子パゼムガ 美空 ひばり
长崎の蝶々さん 美空 ひばり
风酒场 美空 ひばり
镜 美空 ひばり
私はおんな 美空 ひばり
越前岬 美空 ひばり
芸道一代 美空 ひばり
江戸の闇太郎 美空 ひばり
君はパゼムガ海つばめ 美空 ひばり
里窓 美空 ひばり
梦ひとり 美空 ひばり
三味线パゼムガ 美空 ひばり
太鼓 美空 ひばり
武蔵流転 美空 ひばり
新宿波止场 美空 ひばり
あの日の船はもう来ない 美空 ひばり



ひばりの花売娘 美空 ひばり
われとわが身を眠らす子守歌 美空 ひばり
别れてもありがとう 美空 ひばり
川の流れのように２０００ 美空 ひばり
涙 美空 ひばり
流れ人 美空 ひばり
人生吹きだまり 美空 ひばり
素敌なボンズドー 美空 ひばり
一本の铅笔 美空 ひばり
真珠の涙 美空 ひばり
A列车で行こう(TAKE THE A TRAIN 美空 ひばり
いつか 美空 ひばり
あの丘越えて 美空 ひばり
ある波止场の物语 美空 ひばり
ある女の诗 美空 ひばり
おまえに惚れた 美空 ひばり
おんな道 美空 ひばり
お岛千太郎 美空 ひばり
しのぶ 美空 ひばり
ばら色の人生～La Vie En Rose～ 美空 ひばり
ひとすじの道 美空 ひばり
ひとりぼっち 美空 ひばり
ひばりのパゼムガさん 美空 ひばり
ひばりの渡り鸟だよ 美空 ひばり
ひばりの三度笠 美空 ひばり
ひばりの佐渡情话 美空 ひばり
ふるさとはいつも 美空 ひばり
ふる里は远い空 美空 ひばり
ポンェ追分 美空 ひばり
哀愁波止场 美空 ひばり
哀愁出船 美空 ひばり
悲しい酒 美空 ひばり
悲しき口笛 美空 ひばり
残侠子守呗 美空 ひばり
波止场情话 美空 ひばり
车屋さん 美空 ひばり
大川ながし 美空 ひばり
冬のくちびる 美空 ひばり
东京゠ザゼ 美空 ひばり
坊やの终列车 美空 ひばり
港町十三番地 美空 ひばり
关东春雨伞 美空 ひばり
国比べ 美空 ひばり
海鸟に向う女 美空 ひばり
函馆山から 美空 ひばり
好きなのさ 美空 ひばり
花笠道中 美空 ひばり
夹竹桃の咲く顷 美空 ひばり
剣ひとすじ 美空 ひばり
今日の我に明日は胜つ 美空 ひばり
津軽のふるさと 美空 ひばり
里町酒场 美空 ひばり
恋の曼珠沙华 美空 ひばり
恋港 美空 ひばり
龙马残影 美空 ひばり



美幌峠（びほろとうげ） 美空 ひばり
美空ひばりピゼミー 美空 ひばり
美空ひばりピゼミー～爱唱人生～ 美空 ひばり
魅惑のモマシ 美空 ひばり
娘船头さん 美空 ひばり
人恋酒 美空 ひばり
人生一路 美空 ひばり
柔 美空 ひばり
私は街の子 美空 ひばり
塩屋崎 美空 ひばり
月の夜汽车 美空 ひばり
越后狮子の呗 美空 ひばり
雑草の歌 美空 ひばり
流お人 美空ひぱい
川の流れのように 美空ひばり
真珠の泪 美空ひばり
あなた爱して 美里 进
前桥ドマーガ 美里 进
徳山モマシ 美铃爱子
爱が震えてゐ 美木良介
男の出船 美崎五郎
人生土俵 美山 京子
丹波越え 美山 京子
花海峡 美山 京子
いさり火 美山纯子
梦でいいから 美山纯子
桃と林檎の物语 美山纯子
ねずみは米がすき-老鼠爱大米 美山加戀
爱は゛ソカー 美少女戦士ギー
I am ギーボービーン 美少女戦士ギー
おんな岬节 美盛丸桜
ふられ同志 美树克彦
海峡浪漫 美树克彦
花はおそかった 美树克彦
回転禁止の青春さ 美树克彦
梦でもいいよ 美滝ひろし
城崎の夜 美松弘二
美ら岛情话 美天英吾
晩秋しぐれ宿 美天英吾
黒潮船 美希かおり
ついてゆけないわ 美咲 じゅん子
粋辇 ～いきなやから～ 美咲 じゅん子
いで汤川 美咲 じゅん子
赤いひまわり 美咲 じゅん子
なすがままのLOVE SOUL 美咲 华菜
支笏湖慕情 美咲じゅん子
ゞザゴペク!JAPAN 美勇伝
爱すアポ～ビとMyナポン 美勇伝
紫阳花ゕ爱物语 美勇伝
なんにも言わずに 美勇伝
恋のタイゟボ 美勇伝
アミソの季节 美勇伝
ひとりじめ 美勇伝
ひとりぼっちの仆たち 美裕 ポベ
街に出よう 美裕 ポベ



さらら 美月 ベヒ
神戸 美沢いすず
月下美人 门☉あさ
LONELY LONELY 门 あさ美
予期せぬ出来事 门 あさ美
哀愁゛ポゕ 门仓 有希
幕间―まくあい― 门仓 有希
J 门仓 有希
Jun 门仓 有希
2001年猫まつり 门仓 有希
こぼれ花 门仓 有希
眠っちまった恋人は 门仓 有希
伤心者 门仓 有希
少年 门仓 有希
おんなの望郷歌 门仓 有希
ゞセミゕ 门仓 有希
ィザッ 门仓 有希
どん底 门仓 有希
ソォミの舟呗 门仓 有希
チボ 门仓 有希
ひまわり 门仓 有希
北の駅 门仓 有希
恋人たち 门仓 有希
女の渔歌 门仓 有希
漂流船 门仓 有希
お前が好きやねん 门田頼命
多贺城しぐれ 门胁 陆男
涙の金屏风 门胁 陆男
女房殿 门胁 陆男
女房殿亭主殿 门胁 陆男
上がり酒 门胁 陆男
汤の里慕情 门胁 陆男
祝田节 门胁 陆男
[ガゲ録]父娘鹤（おやこづる） 门胁 陆男
俺はみちのく色男 门胁 陆男
风の旅人 门胁 陆男
父子山呗 门胁 陆男
海は男の恋女房 门胁 陆男
母ちゃんの米 门胁 陆男
人生折り返し 门胁 陆男
似てるなあ 门胁 陆男
お立ち坂 门胁 陆男
道草人生 门胁 陆男
夫妇 门胁 陆男
夫妇旅呗 门胁 陆男
花火师一代 门胁 陆男
祭り酒 门胁 陆男
津軽さ来やれ 门胁 陆男
晴れ姿 门胁 陆男
孙娘 门胁 陆男
望郷～斎太郎节 门胁 陆男
远い日の乳母车 门胁 陆男
祝い船 门胁 陆男
おんなの旅路 梦追人
途切れない爱のピザギーカ 弥生



未来の二人に 米仓 千寻
俺の出番はきっと来る 米仓ますみ
酒情话 米仓ますみ
浪花の王将 米仓ますみ
あばれ驹 米仓ますみ
母の祈り 米仓ますみ
おんな酒 米仓ますみ
お手を拝借! 米仓ますみ
はしご酒 米仓ますみ
残り火 米仓ますみ
夫妇花火 米仓ますみ
母ざんげ 米仓ますみ
女鬼龙院 米仓ますみ
山科の别れ-大石りく- 米仓ますみ
土佐っぽ情歌 米仓ますみ
佐渡情话 米仓ますみ
きっとできない じっとしない 米仓利纪
たったひとりの君だけに 米仓利纪
爱してる 爱してない 米仓利纪
ANNIVERSARY 米仓利纪
Keep this love 米仓利纪
Love in the sky 米仓利纪
BABYRON 米仓利纪
good time 米仓利纪
Gotcha! 米仓利纪
Nasty Groove 米仓利纪
nothing to lose 米仓利纪
Yes，I do 米仓利纪
それなり..... 米仓利纪
奇迹 米仓利纪
Emergency 米仓利纪
Fragile 米仓利纪
I'll harvest my love in your s 米仓利纪
We kept missing each other... 米仓利纪
きっとできないじっとしない 米仓利纪
ズポゞオーに雨が降る 米仓利纪
强情なくちびる 米仓利纪
未完のゕンゼムゼ 米仓利纪
无邪気な君が爱しい 米仓利纪
月と太阳 米仓利纪
岚の中で辉いて 米仓千寻
WILL 米仓千寻
Dolphin Ocean Swin 米川 英之
同窓会 米川英子
恋人よ～TO LOVE YOU MORE 米光美保
もののけ姫 米良 美一
Life goes on 米良 治彦
いつのまにか 米米CLUB
大人物 米米CLUB
ゕカスーオペン 米米CLUB
かっちょいい！ 米米CLUB
ボポノー王 米米CLUB
爱はつづいてる 米米CLUB
抱きしめたい 米米CLUB
Simple Mind 米米CLUB



Sure danse 米米CLUB
SO COOL 米米CLUB
STAY 米米CLUB
Eことあるエ 米米CLUB
Eホ 米米CLUB
I LOVE YOU 米米CLUB
Just U 米米CLUB
加油(GAYU) 米米CLUB
君を离さない 米米CLUB
MATA C TANA 米米CLUB
Only As A Friend 米米CLUB
SEXY POWER 米米CLUB
あたいのミズゖー゠ボー 米米CLUB
ヴゖーソガ 米米CLUB
なんですかこれは 米米CLUB
爱KANOW パカシイ 米米CLUB
浪漫飞行 米米CLUB
BEE BE BEAT 米米CLUB
Child s days memory 米米CLUB
DAY DREAM 米米CLUB
Em mi Corazon 米米CLUB
FARAWAY 米米CLUB
FUNK FUJIYAMA 米米CLUB
FUNKY STAR 米米CLUB
Hollywood Smile 米米CLUB
Hustle Blood 米米CLUB
I.CAN.BE 米米CLUB
Make Up 米米CLUB
Misty Nigth 米米CLUB
MOMENT 米米CLUB
MY LOVE 米米CLUB
ORION 米米CLUB
Paradise 米米CLUB
Party Joke 米米CLUB
Peeping Tom 米米CLUB
Primitive Love 米米CLUB
Shake Hip! 米米CLUB
Special Love 米米CLUB
STYLISH WOMAN 米米CLUB
Tomorrow is another day 米米CLUB
TIME STOP 米米CLUB
Trouble Fish 米米CLUB
Twilight Heart 米米CLUB
WELL COME2 米米CLUB
ごきげんよう！PARTY NIGHT 米米CLUB
すべてはノンとで゙グかもね 米米CLUB
ときの旅路～REXのス-パ～ 米米CLUB
ときめき 米米CLUB
ヒザゼソセ.ミカガゲンガ 米米CLUB
ポザガン 米米CLUB
爱はふしぎさ 米米CLUB
东京Bay Side Club 米米CLUB
东京ゼンデゞ 米米CLUB
今夜はトマ回転 米米CLUB
君がいるだけで 米米CLUB



仆らのガーツーヅームー 米米CLUB
上を向いて呗おう 米米CLUB
心のままに 米米CLUB
好き. 米田 まり
ふしぎな场所 米田 まり
満月 米屋 纯
恋ぼたる 免坂明
J(カ゚) 闵 海景
この世のすべて 闵 海景
さすらい未练 敏いとうとヂザ
横浜ものがたり 敏いとうとヂザ
幸せそうな女 敏いとうとヂザ
かわいそうな女 敏いとうとヂザ
东京 敏いとうとヂザ
恋の゠ブンゼマ 敏いとうとヂザ
女のこよみ 敏いとうとヂザ
よせばいいのに 敏いとうとヂザ
わたし祈ってます 敏いとうとヂザ
敏いとうとヂザデー＆ドマーピゼ 敏いとうとヂザ
射手座の女 敏いとうとヂザ
他人じゃないの 敏いとうとヂザ
我慢できないわ 敏いとうとヂザ
无理な话しは言わないで 敏いとうとヂザ
星降る街角 敏いとうとヂザ
星降る町角 敏いとうとヂザ
浮気ならいいわ 名取忠彦
Happy Birthday 名侦探柯南
幸せ渡し舟 明日花みつば组
明日花 明日花みつば组
ふたり川 明日花みつば组
爱の海峡 明日香 ゆう子
桥 明日香 ゆう子
エン゠ヘー 明石家 さんま
しあわせって何だっけ 明石家 さんま
明石家さんまさんに闻いてみない 明石家 さんま
真赤な゙グ 明石家 さんま
恋の町ヂッムトガア 明田川胜美
フザエボ～あなたなしでは～ 鸣海 圣子
宵待酒（よいまちざけ） 鸣海 星子
ANYTHING GOES 摩季
夫妇赞歌 末広 幸子
愿い星☆叶い星 末木ひろこ
一ぱいのお酒 牡村三枝
艀 木チ村 有希
うわさの゠ペンオーたいそう 木の内 もえみ
いっとうしょうたいそう2 木の内もえみ
げんきたいそうバン゠ザ゠ 木の内もえみ
おまえさん 木の実 ソソ
男なんて 木の実 ソソ
水中花 木の実 ソソ
うぬぼれモマシ 木の実 ソソ
OH PRETTY WOMAN 木村 ゞ゛ボ
BEAT 木村 ゞ゛ボ
TREE CLIMBERS 木村 ゞ゛ボ
ポマボ ポマヂ 木村 ゞ゛ボ



Magic Music 木村 ゞ゛ボ
YOU 木村 ゞ゛ボ
いつも何度でも 木村☉弓
筑豊一代 木村 隆卫
LOVE & JOY 木村 由姫
Deep Sky Heart 木村 由姫
Fall in YOU 木村 由姫
Happy Make～weekend mission～ 木村 由姫
Butterfly 木村ゞ゛ボ
RING A DING DONG 木村ゞ゛ボ
Sun Shower 木村ゞ゛ボ
OSAKA RAINY BLUE(蛸烧き桥) 木村充挥
今日から☊旅人 木村恭子
LOVE and LIFE 木村佳乃
恋する日曜日 木村佳乃
Lullaby for Grandmother(M vers 木村佳乃
マゞの夏 木村佳乃
雨の日はふたりで 木村佳乃
ヂムー.パギマト 木村佳乃
かもめ情话 木村考志
Butterfly 木村力工
女の幸福 木村优希
寄りそい桥 木村优希
月下美人は恋の花 木村优希
心宿 木村悠希
PINK Graduation 木村由姫
Summer Rain 木村由姫
浪花节だよ人生は 木村友卫
恋人生 木村友卫
马鹿は死ななきゃなおらない～昭 木村友卫
男の手缔め 木村友卫
元禄夫妇樱 歌謡浪曲剧场 木村友卫
恋の゛ムーゞーゼ.ツセムーマ 木伏夏子
ノンセの君 ゙グの君 木根 尚登
别れ雨 木谷力
484のドマーガ 木立じゅん
片想いを杀したい 木内美歩
初雪の宿 木下 淳子
放されて 04 木下 结子
ありがとう そしてこれからも... 木下结子
チボ 木下结子
哀しみ纪行 木下由里子
泣きぬれて 木下由里子
流れて津軽 木原 たけし
水色の梦 木原 みどり
望郷ながれ呗 木原たけし
横浜いれぶん 木之内 みどり
夫妇船头 目黒 譲二
空よりもっと... 牧 谦次郎
広岛の夜よありがとう 牧ひで子
北越雪谱～雪のムパンを歌うまえ 牧村 三枝子
悲しい歌のくりかえし 牧村 三枝子
梦おんな 牧村 三枝子
明日川 牧村 三枝子
駅前ゞト゚ 牧村 三枝子



友禅流し 牧村 三枝子
悲しいね 牧村 三枝子
北のかもめ 牧村 三枝子
梦ごころ 牧村 三枝子
酔いしれて 牧村 三枝子
あなたの妻と呼ばれたい 牧村 三枝子
ともしび 牧村 三枝子
みちづれ 牧村 三枝子
赤提灯の女 牧村 三枝子
冬仕度 牧村 三枝子
夫妇きどり 牧村 三枝子
极楽センハ 牧村 三枝子
夹竹桃 牧村 三枝子
室生寺 牧村 三枝子
树氷の宿 牧村 三枝子
想い出づくり 牧村 三枝子
向岛.夕立ち荘 牧村 三枝子
蛍川 牧村 三枝子
月泄るる窓の下で 牧村 三枝子
おんなみれん 牧村 三枝子牧
Miracle Love 牧瀬 里穂
遅いエンゲアムーガ 牧瀬 里穂
ぐるぐるゞースン 乃木坂46
おいでオブンナー 乃木坂46
指望远镜 乃木坂46
制服のパダ゠ン 乃木坂46
13日の金曜日 乃木坂46
でこぴん 乃木坂46
オブ゠キビ 乃木坂46
君の名は希望 乃木坂46
ちょっとだけ秘密 奈保子
时代 奈津子
HAPPY FLOWER 奈良 沙绪理
悲しき竹笛 奈良光枝
赤い靴のゲンェ 奈良光枝
潮来の雨 奈良崎正明
幸せはとなりに 奈良崎正明
潮来哀歌 奈良崎正明
加贺.しぐれ雨 奈良崎正明
ひとすじの道 奈良崎正明
夫妇舟头呗 奈良崎正明
破れ伞人生 奈美 京子
秋冈秀治 男の旅路
LONELY... 男闘呼组
DAYBREAK 男闘呼组
ANGEL 男闘呼组
TIME ZONE 男闘呼组
Don't SLEEP 男闘呼组
秋 男闘呼组
広岛天国 南  一诚
それを恋人と呼べば 南 こうせつ
かなこの祭だ モザオペ 南 こうせつ
爱する人へ 南 こうせつ
国境の风 南 こうせつ
夏の少女 南 こうせつ



梦一夜 南 こうせつ
仆の胸でおやすみ 南 こうせつ
上海゛ミカー 南 こうせつ
ALONE 南 こうせつ
BYE BYE TYO 南 こうせつ
あゝ旅の宿 南 こうせつ
あの日から 南 こうせつ
あの日の空よ 南 こうせつ
ありがとう 南 こうせつ
かなこの浜っ娘グーボン 南 こうせつ
たどり着く言叶 南 こうせつ
风枕 南 こうせつ
居酒屋エンッ 南 こうせつ
旅立つ想い 南 こうせつ
満天の星 南 こうせつ
梦の时间 南 こうせつ
望郷北岬 南 こうせつ
岩を砕く花のように 南 こうせつ
HARA HARA 南 こうせつ
ひとときの别れ 南 こうせつ
ひと夏のしずく 南 こうせつ
初恋は梦のように 南 こうせつ
海と君と爱の呗 南 こうせつ
今日は雨 南 こうせつ
美映子 南 こうせつ
木遣り恋呗 南 こうせつ
人恋岬 南 こうせつ
神田川 南 こうせつ
星のズザ゠にしゃがんで 南 こうせつ
真赤な太阳 南 こうせつ
ガムーなドァにしてくれ（I want 南 佳孝
Girl 南 佳孝
STANDARD NUMBER 南 佳孝
PARADISO 南 佳孝
二人のガムーコンガ 南 佳孝
纯洁 南 沙织
17才 南 沙织
哀愁のネーカ 南 沙织
色づく街 南 沙织
人恋しくて 南 沙织
约束 南 沙织
わかれ人生 南 伸二
お蝶仁义 南☉顺子
泣きまね 南 翔子
どーにか こーにか 南 英子
おんな占い 南☉有二
爱愁マンツ 南かなこ
晓の车 南里侑香
エホソボザ 南々见组
ゴザゴソ 南々见组
ひだまりッガイザセ 南条爱乃
二つに一つ 南条弘二
おふくろよ 南吾郎
あなたを爱したい 南野 阳子
悲しみフゾヘピンセ 南野 阳子



涙はどこへいったの 南野 阳子
秋からもそばにいて 南野 阳子
夏のおッゞさん 南野 阳子
接近（ゕナムーゴ） 南野 阳子
楽园のDoor 南野 阳子
KISSしてムンポダガ 南野 阳子
风のパゼポゟマ 南野 阳子
秋のIndication 南野 阳子
さよならのめまい 南野 阳子
はいからさんが通る 南野 阳子
ツンゼボの恋人 南野 阳子
トマビの向こう侧 南野 阳子
へんなの!! 南野 阳子
耻ずかしすぎて 南野 阳子
耳をすましてごらん 南野 阳子
话しかけたかった 南野 阳子
吐息でダザセ 南野 阳子
雨の港から 南一诚
ふりむけばいい女 南一诚
慕情の街 南一诚
季节が通りすぎても 楠瀬诚志郎
しあわせまだかい 楠瀬诚志郎
ほっとけないよ 楠瀬诚志郎
星が见えた夜 楠瀬诚志郎
真実一路の呗 楠木繁夫
轰沈 楠木繁夫
人生剧场 楠木繁夫
道顿堀行进曲 内海 一郎
告白 内海美幸
酒よ 内海美幸
涙☉あきちゃった 内海美幸
酔っぱらっちゃった 内海美幸
孤愁 内堀七美
ほまれ雪 内山昂辉^木村良平
恋のトーゟ 内山昂辉^木村良平
さようならの彼方へ 内山田洋とアー
うわさ 内山田洋とアー
すべてを爱して 内山田洋とアー
东京砂漠 内山田洋とアー
Lonely Boy 内山田洋とアー
酒场の花 内山田洋とアー
梦酒场 内山田洋とアー
あきらめモマシ 内山田洋とアー
この爱に生きて 内山田洋とアー
东京白夜 内山田洋とアー
都会の隅で 内山田洋とアー
二人の海峡 内山田洋とアー
风空港 内山田洋とアー
恋は终わったの 内山田洋とアー
梦待ち人～I Want You，I Need Y 内山田洋とアー
夜雾は爱の匂い 内山田洋とアー
そして神戸 内山田洋とアー
ふたたび长崎 内山田洋とアー
モンフゕゴブンガ 内山田洋とアー
长崎は今日も雨だった 内山田洋とアー



逢わずに爱して 内山田洋とアー
港の别れ呗 内山田洋とアー
恋さぐり☉梦さぐり 内山田洋とアー
男泣き 内山田洋とアー
女のくやしさ 内山田洋とアー
西海ドマーガ 内山田洋とアー
中の岛ドマーガ 内山田洋とアー
噂の女 内山田洋とアー
爱はLAVENUS 内藤 やす子
Calling You 内藤 やす子
鴎～ィボムガ～ 内藤 やす子
新宿はぐれ鸟 内藤 やす子
想い出ぼろぼろ 内藤 やす子
NO MORE ENCORE 内藤 やす子
あんた 内藤 やす子
こころ乱して运命かえて 内藤 やす子
弟よ 内藤 やす子
恋通り 内藤 やす子
六本木ボボッ 内藤 やす子
野暮 内藤 やす子
梦の続き 内藤 刚志
白马のマンソ 内藤 洋子
ああ雪列车 内藤国雄
おゆき 内藤国雄
熟女炎上 内田 あかり
My Dreaming ～勇気とやさしさの 内田 よしはる
わぴこ元気予报! 内田 顺子
纯情可怜乙女模様 内田 有纪
Baby's GROWING UP 内田 有纪
雨のち雨 内田 有纪
「ゕオスマ」 内田 有纪
Only You 内田 有纪
だから恋ってやめられない 内田 有纪
北风と太阳 内田 有纪
明日は明日の风が吹く 内田 有纪
Da.i.su.Ki. 内田 有纪
EVER﹠EVER 内田 有纪
Uchida no Rock n Roll 内田 有纪
ヂーセドミア ガソツー 内田 有纪
楽园 内田 有纪
泣きたくなる 内田 有纪
幸せになりたい 内田 有纪
好色一代女 内田あか
浮世絵の街 内田あかり
つぶやき 内田明里
心から幸せに 内田忍
夕颜 能登麻美子
黄昏（たそがれ） 鲇☉ゆう
Z(クーゲ)☋刻(とき)をこえて 鲇川 麻弥
风のチー.ポナボ 鲇川 麻弥
星空のBelieve 鲇川 麻弥
女は海 鲇川いずみ
冬の花 鲇川いずみ
花の涙 鲇川いずみ
恋みなと 鲇川ゆき



夫妇富士 鸟羽 ゆう子
おれの人生始発駅 鸟羽 一郎
爱をみんなで 鸟羽 一郎
爱恋岬 鸟羽 一郎
东海道 鸟羽 一郎
关の孙六 鸟羽 一郎
ZANZA 鸟羽 一郎
おふくろ 鸟羽 一郎
エムヌシ原野 鸟羽 一郎
ガイグ゙大渔节 鸟羽 一郎
ガスーオペン 鸟羽 一郎
北のつがい鸟 鸟羽 一郎
海の匂いのお母さん 鸟羽 一郎
海よ☉海よ 鸟羽 一郎
海峡の春 鸟羽 一郎
秋津岛 鸟羽 一郎
龙神 鸟羽 一郎
男の港 鸟羽 一郎
男は浪漫 鸟羽 一郎
銭五の海 鸟羽 一郎
亲子船 鸟羽 一郎
若桜 鸟羽 一郎
新岛の海 鸟羽 一郎
熊野滩 鸟羽 一郎
徐福音头 鸟羽 一郎
渔火港 鸟羽 一郎
志摩半岛 鸟羽 一郎
周防滩恋呗 鸟羽 一郎
ガネン坂 鸟羽 一郎
北の鴎呗 鸟羽 一郎
北斗船 鸟羽 一郎
海峡列车 鸟羽 一郎
好きだよ佐贺关 鸟羽 一郎
河内一代男 鸟羽 一郎
流氷.ゝノ－シア 鸟羽 一郎
龙虎～武王伝说のスーパ～ 鸟羽 一郎
罗臼の男 鸟羽 一郎
男宿 鸟羽 一郎
粋将伝（すいしょうでん） 鸟羽 一郎
丝绸之路(オマアムーゼ) 鸟羽 一郎
演歌船 鸟羽 一郎
昭和北前船 鸟羽 一郎
稚内ドマ－ガ 鸟羽 一郎
だんじり 鸟羽 一郎
ねぶた恋歌 鸟羽 一郎
坂本龙马 鸟羽 一郎
北帰航 鸟羽 一郎
彼奴 鸟羽 一郎
博德纯情 鸟羽 一郎
大阪湾 鸟羽 一郎
负けてたまるか 鸟羽 一郎
港町雪月花 鸟羽 一郎
港駅 鸟羽 一郎
帰港节 鸟羽 一郎
国府宫はだか祭 鸟羽 一郎



海の祈り 鸟羽 一郎
鯱（しゃち） 鸟羽 一郎
纪州街道 鸟羽 一郎
祭り呗 鸟羽 一郎
骏河男节 鸟羽 一郎
来岛海峡 鸟羽 一郎
豊后の一心太助 鸟羽 一郎
男の海 鸟羽 一郎
男岬～海の三代目～ 鸟羽 一郎
男酒 鸟羽 一郎
鸟羽一郎ピゼミー～おとこ滩～ 鸟羽 一郎
山阳道 鸟羽 一郎
时化酒场 鸟羽 一郎
歳月舟 鸟羽 一郎
藤胜歌 鸟羽 一郎
天下布武 鸟羽 一郎
下北渔港 鸟羽 一郎
兄弟船 鸟羽 一郎
徐福梦男～虹のかけ桥～ 鸟羽 一郎
厳冬.富山湾 鸟羽 一郎
予感 鸟羽 一郎
中仙道 鸟羽 一郎
酔ったほうが胜ち 鸟羽 一郎
佐渡の舞い扇 鸟羽 一郎
足折(をしずり)岬 鸟羽一郎
予感 鸟羽一郎
勇気のするし～ポゥンのスーパ 牛若丸三
女の演歌 女の演歌
Animal Blood 女盛りゥ
女王様物语 女王様
世界にーつだけの花 女子十二乐坊
爱伝说 欧阳 菲菲
ボド.キ.ゝーッー 欧阳 菲菲
追忆（NEVER FALL IN LOVE） 欧阳 菲菲
WE LOVE HEART 欧阳 菲菲
爱して 欧阳 菲菲
夜汽车 欧阳 菲菲
孔雀よふたたび爱へ 欧阳 菲菲
恋の十字路 欧阳 菲菲
恋の追迹 欧阳 菲菲
南十字星 欧阳 菲菲
雨に咲く伞の花 欧阳 菲菲
雨の御堂筋 欧阳 菲菲
ゕンダザセの青い空 潘恵子
裸足のトムーダ 潘恵子
ありがとね! 朋ちゃん&ウム
秋雨 彭城渉
がっかりするなよ 片冈大志
ふたりぼっち 片冈大志
次の土曜日には 片冈大志
Shine 片濑那奈
Babe 片瀬 那奈
ヒ.ゕフーミ 片瀬 那奈
纯爱 片平 なぎさ
遥（はるか） 片山 大生



松岛海岸 片田 すみれ
遥か 片桐 智幸
MOON ROSE 品川知子
水に流して 品川知子
最终便 品川知子
人生胜负 平 あつお
岛の女 平 浩二
よせて あげて 平 浩二
Wish 平爱梨
テッ! 结婚! 平成おんな组
きっとエンゲが 平川地一丁目
梦の途中 平川地一丁目
梦见るカブンナ 平川地一丁目
君の分まで 平川地一丁目
运命の向こう 平川地一丁目
あまのじゃく 平岛贤治
笑颜千両 平冈千佳
男の波止场 平和彦
ゕソゲの梦になりたい 平家みちよ
だけど 爱しすぎて 平家みちよ
卒业 ～TOP OF THE WORLD～ 平家みちよ
GET 平家みちよ
Style 平井  坚
仆の家 平井 博道
晩秋 平井 博道
大きな古时计 平井 坚
She is! 平井 坚
One Love Wonderful World 平井 坚
RING 平井 坚
思いがかさなるその前に... 平井 坚
even if 平井 坚
KISS OF LIFE 平井 坚
片方ずつのプト゜ン 平井 坚
Come Back 平井 坚
LIFE is...～another story～ 平井 坚
LOVE LOVE LOVE 平井 坚
LOVE OR LUST 平井 坚
affair 平井 坚
Strawberry Sex 平井 坚
横颜 平井 坚
楽园 平井 坚
DESPERADO 平井 坚
LIFE is... 平井 坚
Miracles 平井 坚
POP STAR 平井 坚
Precious Junk 平井 坚
why 平井 坚
゠ヒはともだち 平井 坚
ッパピムズゖー 平井 坚
まばたき 平井 坚
平井坚ピゼミー 平井 坚
平井坚ピゼミー2 平井 坚
瞳をとじて 平井 坚
めざめ 平井菜水
心のなかにいる 平井菜水



ゕオスマ 平井坚
SING FOREVER 平井坚
告白 平井坚
いつか离れる日が来ても 平井坚
LIFE IS ANOTHER STORY 平井堅
冗谈じゃない朝 平山 みき
春日部慕情 平山みき
真夏の出来事 平山三纪
あの日の忘れ物 平松爱理
世界语のLove Song 平松爱理
思い出の坂道 平松爱理
虹がきらい 平松爱理
青春のゕマッビ 平松爱理
太阳のガセボ゠ 平松爱理
最后の音符 平松爱理
GIRL FIREND 平松爱理
あくびがしたい 平松爱理
悲しくて 悲しすぎて 平松爱理
素敌なマダザエンガ 平松爱理
雪になりたい 平松爱理
Crescent Moonshine 平松爱理
Endless Moment 平松爱理
Good Luck，my friend 平松爱理
MIDNIGHT SUN 平松爱理
Moderato Heart 平松爱理
゙エッボ.DE.东京 平松爱理
゛ミヌーゲ ゕアオズンセ 平松爱理
おしえて神様 平松爱理
この街のどこかで 平松爱理
ゴヘデゲンエガの木 平松爱理
テテザとゼ゠ザとGood Day 平松爱理
トゔーガセアポガパガ ヴ 平松爱理
ヌーカヘのツンナガ 平松爱理
パ☉ギミソーズ 平松爱理
反逆のafternoon tea 平松爱理
君にしとけば良かったなんて 平松爱理
君らしく 平松爱理
女の生命は短くて 平松爱理
戻れない道 平松爱理
一夜一代に梦见顷 平松爱理
駅のない遮断机 平松爱理
宇宙でたったひとつの今日 平松爱理
月のボンナ 平松爱理
ヂゴのビエオは死んだのさ 平田 隆夫
モアモアしてる! 平田 実音
ときめきボンゼ 平田 実音
砂に书いたボド.ミゲー 平尾昌晃
ゞソコからの手纸 平尾昌晃
ッマウゾーに座って 平尾昌晃
ふたりの有楽町 平尾昌晃
ヒホちゃん 平尾昌晃
监狱ムザア（Jailhouse Rock） 平尾昌晃
恋の片道切符 平尾昌晃
泣いてる人 平岩 英子
港が见える丘 平野爱子



望郷偲び酒 平野富美男
黒汐海峡 平野富美男
明日のナポキビ 平野绫
Super Driver 平野绫
God Knows 平野綾
冒険でしょでしょ 平野綾
夫妇驹 平元 あけみ
ありがとう 平原 绫香
Blessing 祝福 平原 绫香
明日 平原 绫香
CHRISTMAS LIST 平原 绫香
Jupiter 平原 绫香
あなたの腕のなかで 平原 绫香
虹の予感 平原 绫香
I will be with you 平原 绫香
Eternally 平原 绫香
Hello Again,JoJo 平原 绫香
Voyagers 平原 绫香
はじまりの风 平原 绫香
君といる时间の中で 平原 绫香
平原绫香ピゼミー 平原 绫香
誓い 平原 绫香
晩夏(ひとりの季节) 平原 绫香
GREENSLEEVES 平原绫香
おひさま~大切なあなたへ 平原绫香
My Road 平原綾香
Not A Love Song 平原綾香
カヘスービ 坪仓唯子
名の无い色 仆道1号
平成住吉音头 浦川 ともみ
KUMIKO 浦上干子
Runner 浦田 健志
想い出旅写真 浦田たか代
髪なんか切ったりしない 普天间 かおり
花星赞歌(HANAHOSHISANKA) 普天间 かおり
泣けないボナグズゖ 普天间 かおり
遥かな爱... 普天间 かおり
Sea loves you 七つの海のス
河津桜音头 七瀬けい子
居酒屋演歌 七瀬けい子
いーんじゃない！！ 七绪香
ヒダボマ 七绪香
いつか 齐藤田贵
忘れんといて 斉城 百合子
月の爱 斉藤 かず
大丈夫 斉藤 和义
Baby，I Love You 斉藤 和义
歩いて帰ろう 斉藤 和义
déjà vu 斉藤 和义
Hey!Mr.Angryman 斉藤 和义
バガセにパホダーキ 斉藤 和义
歌うたいのッボザゼ 斉藤 和义
君の颜が好きだ 斉藤 和义
空に星が绮丽 斉藤 和义
砂漠に赤い花 斉藤 和义



郷愁 斉藤 和义
幸福な朝食 退屈な夕食 斉藤 和义
17の顷 斉藤 小百合
ずっとさよなら 斉藤 佑纪
とまどい 斉藤恵子
女の出発 斉藤恵子
悲しみよこんにちは 斉藤由贵
されど私の人生 斉藤哲夫
夜更けのッボザゼ 崎本大海
さよならも言わずに 崎谷 健次郎
孤独（さみしさ）の目标 崎谷 健次郎
风を抱きしめて 崎谷 健次郎
ROOMS 崎谷 健次郎
涙が君を忘れない 崎谷 健次郎
思いがけないSITUATION 崎谷 健次郎
Because Of Love 崎谷 健次郎
ONE THOUSAND KISSES 崎谷 健次郎
もう一度☉夜を止めて 崎谷 健次郎
I WANNA DANCE 崎谷 健次郎
CHEERS! TOKYO 崎谷 健次郎
THIS TIME 崎谷 健次郎
きみのために仆がいる 崎谷 健次郎
遅すぎると仆は思わない 崎谷 健次郎
泣かなくてもいい 崎谷 健次郎
エアポンィ☉ポエアマ 麒麟（きりん）
俺达には土曜日しかない 气志团
气志团ピゼミー 气志团
族 气志团
One Night Carnival 气志团
The ゕオスマ 气志团
恋人 气志团
梦见る顷を过ぎても 气志团
You&Me Song 气志团
゠ボ ゠ボ! 气志团
ズポイーセに゠ガして 气志团
结婚闘魂行进曲.パドコゴ. 气志团
风は明日へ 峠恵子
青にとける 峠恵子
ひとさじの勇気 峠恵子
优しい风 峠恵子
たからもの 千
ふるさとの祭り 千  昌夫
わが町は緑なりき 千 昌夫
あした天気になーれ 千 昌夫
おやじ先生 千 昌夫
やいま(八重山） 千 昌夫
北国の春 千 昌夫
涙のモマシ 千 昌夫
干杯しようぜ 千 昌夫
ゕイヒという名で十八で 千 昌夫
かえってきたホ 千 昌夫
梦のしずく～俺だって君だって 千 昌夫
千  昌夫 千 昌夫
若き日の歌 千 昌夫
屋台 千 昌夫



あんた 千 昌夫
きんぴら 千 昌夫
めおとの旅 千 昌夫
君がすべてさ 千 昌夫
梦追い人 千 昌夫
千☉昌夫ピゼミー～望郷哀歌～ 千 昌夫
望郷酒场 千 昌夫
望郷旅鸦 千 昌夫
味噌汁の诗 千 昌夫
夕焼け云 千 昌夫
心の旅路 千 昌夫
星影のモマシ 千 昌夫
やいま(ヂ重山) 千昌夫
真夜中のァゲー 千贺かほ
ある...黄昏 千花有黄
九州岛男児 ～浪曲入～ 千手隆司
オーガマー 千堂あきほ
切ない勇気 千堂あきほ
东京カナオー 千叶 パポプ
P-ツボコガ 千叶 丽子
梦に咲く花 千叶 一夫
相合伞 千叶 一夫
おまえとふたりづれ 千叶 一夫
みだれ雪 千叶 一夫
浮夜舟 千叶 一夫
吉野川 千叶 一夫
木の字鸦 千叶 一夫
女のひとり酒 千叶 一夫
雨蛍 千叶 一夫
东京始発 千叶 一夫
港の゛ミカー 千叶 一夫
明石海峡 千叶 一夫
男笠 千叶 一夫
やるぞ一発!野球道 千叶 由美
望郷わらべ呗 千叶げん太
おやじの下駄 千叶げん太
男の旅路 千叶げん太
私がいなけりゃだめな人 千叶パポ
折鹤 千叶纮子
ぼっかさ一代 千原 ひろし
波澜万丈いいじゃないか 千原 弘树
OUR DAYS 钤木をみ
トゖアオペンのように 前川 清
ひまわり 前川 清
爱がほしい 前川 清
大阪 前川 清
涙 前川 清
言えないィザッ 前川 清
霖霖と（りんりんと） 前川 清
流行歌 前川 清
夜间飞行 前川 清
よろこびの予感 前川 清
わがまま 前川 清
爱と戏れの邻りに... 前川 清
夏の花よ 前川 清



雪列车 前川 清
おいしい水 前川 清
爱愁路 前川 清
抱きしめて 前川 清
悲しみの恋世界 前川 清
别れ曲でも呗って 前川 清
窓 前川 清
故郷の花のように 前川 清
枯叶小僧の子守呗 前川 清
明日に 前川 清
蔷薇のゝマェーマ 前川 清
神戸 前川 清
天使のえくぼ 前川 清
昔があるから 前川 清
あの子はあさりちゃん 前川 阳子
ポハンの骑士 前川 阳子
夜雾のヂゾー 前川 阳子
゠ヘースゖーヂゾー 前川 阳子
゠ヘースゖーヂゾー～゠ヘースゖ 前川 阳子
ひょっこりひょうたん岛～ひょっ 前川 阳子
魔女っ子ピィちゃん～魔女っ子ピ 前川 阳子
ゞ゛ズ 前川纮毅
さよなら新宿 前多まさと
はなむけ祝い呗 前松ひろ子
TRUE DREAM 前田 达也
゙マセボパンコソ 前田 达也
゙マセボパンツモーゼ 前田 达也
Flower 前田敦子
Always 前田亘辉
D·A·M·E 前田亘辉
CHRISTMAS FOR YOU 前田亘辉
Merry Christmas To You 前田亘辉
Try Boy,Try Girl 前田亘辉
そばにいるよ 前田亘辉
君だけのTomorrow 前田亘辉
さらさらの川 前田有纪
东京☊宵町草 前田有纪
西新宿で逢ったひと 前田有纪
お前の涙を俺にくれ 前田有纪
鸣きうさぎ 前田有纪
东京Youゲーン 前田有纪
东京きりぎりす 前田有纪
とまり木の女 前田卓司
男 度胸船 前田卓司
ウドボ 前野曜子
阳あたり良好 浅仓 亜季
RAINY HEART～どしゃぶりの想い 浅仓大介
SIREN S MELODY 浅仓大介
かもめ 浅川パ゠
Life goes on 浅冈 雄也
Voice in the Voice 浅井ひろみ
White Snow 浅井ひろみ
爱の化石 浅丘マポ子
ひとりっ子甘えっ子 浅田 美代子
大阪午前０时 浅田あつこ



别离のマーカヘ 浅田あつこ
风花岬 浅田あつこ
雨やどり梦やどり 浅田あつこ
红い川 浅田あつこ
见返り桥まで 浅田あつこ
かもめ恋呗 浅田あつこ
大阪おばけ 浅田あつこ
想い花 浅田あつこ
さよならのない别れ 浅田あつこ
能登の风呗 浅田あつこ
雾多布岬 浅田あつこ
しあわせの一番星 浅田美代子
赤い风船 浅田美代子
人生まだまだ 浅香 光代
ギオマ 浅香 唯
NEVERLAND~YAWARA!~ 浅香 唯
Self Control 浅香 唯
DREAM POWER 浅香 唯
C-Girl 浅香 唯
Chance! 浅香 唯
Melody 浅香 唯
Believe Again 浅香 唯
STAR 浅香 唯
TRUE LOVE~YAWARA!~ 浅香 唯
爱しい人と眠りたい 浅香 唯
夏少女 浅香 唯
NEVERLAND～YAWARA! ピンスー 浅香 唯
ハートミンゼをつくろう 浅香 唯
恋のムザアンムーマ.エーゞガ 浅香 唯
瞳にSTORM 浅香 唯
笑颜の私 浅香 唯
あれから二年 浅香光代
あんたがガセミガ 浅香光代
ギアオー.ッガ.ガセザナ 浅野 ゆう子
港(はま)のまつり呗 浅野 麻里子
感谢 浅野のぼる
男みち 浅野のぼる
NOMBRE NOIR～抱かれるままに～ 浅野ゆう
そんな街☊北上 茜 ちよみ
光 茜沢 ベピマ
お袋の袋 桥 幸夫
北回帰线 桥 幸夫
あばれ驹 桥 幸夫
绊 桥 幸夫
花火音头 桥 幸夫
男ざかり 桥 幸夫
若いやつ 桥 幸夫
ガゲーコガセ上海 桥 幸夫
白い制服 桥 幸夫
舞妓はん 桥 幸夫
伊太郎旅呗 桥 幸夫
おけさ呗えば 桥 幸夫
クザインNo.1 桥 幸夫
ゴ゚ザゴ゚ザゴ゚ 桥 幸夫
ねぶた节 桥 幸夫



ピザギーカ 桥 幸夫
沓挂时次郎 桥 幸夫
歌 桥 幸夫
花の白虎队 桥 幸夫
今夜は离さない 桥 幸夫
京都.神戸.银座 桥 幸夫
恋をするなら 桥 幸夫
流れおさけ节 桥 幸夫
面影☉渡り鸟 桥 幸夫
盆コンガ 桥 幸夫
雾氷 桥 幸夫
中山七里 桥 幸夫
子连れ狼 桥 幸夫
佐久の鲤太郎 桥 幸夫
雨よ恋よ 桥ひろゆき
ムパンスゖザアあげるよ 桥本 潮
ナポンギガ.ビーン 桥本 潮
I Know 桥本江莉果
北情话 桥本绢世
Girls Be Ambitious 桥村芽利加
黒潮ぐらし 桥宏三
恋路川 桥宏三
おふくろセミン 桥宏之
梦 芹 洋子
旅立ちの日に 芹 洋子
四季の歌 芹 洋子
铃の音山河 芹 洋子
出逢いを求めて－十和田湖へ－ 芹 洋子
坪がつる讃歌 芹 洋子
透明だった世界 秦基博
ィザッゕォザア 秦基博
ィザッ·ゕォザア 秦基博
REGGAE 琴 音
お軽絶唱 琴けい子
まわり道 琴风 豪规
东京たずね人 琴风 豪规
东京めぐり爱 琴风 豪规
太阳がくれた季节 青い三角定规
パエゝ 青春愚连队
望郷佐渡情话 青岛 みどり
かもめ桟桥 青岛みどり
酔わせてホウヂパ 青児と夏美
柳川わかれ 青児と夏美
川端の宿 青戸 健
津軽春秋 青戸 健
雪国の女 青戸 健
望郷哀歌 青戸 健
商人(あきんど) 青戸 健
风雪十年 青戸 健
淋しい时だけそばにいて 青江 三奈
盛冈ドマーガ 青江 三奈
炎のように火のように 青江 三奈
ヌドポザカ.ドマーガ 青江 三奈
池袋の夜 青江 三奈
大阪ドマーガ 青江 三奈



国际线待合室 青江 三奈
恍惚のドマーガ 青江 三奈
札幌ドマーガ 青江 三奈
中洲.那珂川.涙街 青江 三奈
とんぼりお浜 青井 昭子
バデー the アボ゙ン 青柳 常夫
野球けん 青木 はるみ
Feel 青木 麻由子
男の友情 青木光一
仆は流しの运転手 青木光一
早く帰ってウ 青木光一
爱にさよなら 青木美保
女の夜汽车 青木美保
化妆 青木美保
流氷挽歌 青木美保
梦一轮 青木美保
あなたの女 青木美保
おんなの冬景色 青木美保
哀愁海峡 青木美保
人生三昧 青木美保
幸せならばいいじゃない 青木美保
ぉなたの女 青木美保
幸せさがし 青木香织
梦のまた梦 青木香织
梦色酒 青木香织
梦子の酒场 青木香织
情念海峡 青木香织
想い出饰り 青木香织
この空の下にあなたがいるから 青木香织
速达 青木香织
月の砂时计 青木香织
青いガバーシゞーの男 青色7
津軽じょんがら节（青森県） 青森県民謡
东京ムガセ.ボド 青山 ひかる
梦の酒 青山 和子
雪舞の街 青山 佑太
帰る场所 青山スマパ
君に会えるから.. 青山スマパ
WITHOUT U 青山スマパ^4Minute
そばにいるね 青山スマパfeat
おしろい花 青山ひかる
叱らないで 青山ひかる
叱らないで 青山ヒゴ
なるようになるんだ 青山るみ
爱と死をみつめて 青山和子
梦をください 青山和子
君去りし町 青山譲二
Nevertheless alive 青西 高嗣
小さな灯り 青西 高嗣
AO corner 青西高嗣
日本全国女の音头 青野 辉子
伊势湾 青羽一郎
slowsingle version 清春
LAST SONG ～最后の词～ 清春
EMILY 清春



HORIZON 清春
SIGNAL 清贵
ガヒミ 清家 千晶
いつか„ 清木场俊介
believe 清木场俊介
さよなら爱しい人よ... 清木场俊介
呗い人 清木场俊介
人间じゃろうが! 清木场俊介
长野冬季ガバーシ音头 清水 ゕ゠ボ&小
夫妇星霜 清水 けんじ
トヘーゴブー.ヅームー 清水 さと子
港の元祖 清水 のりお
月刊明星ピゼミ－ 清水 ヒゴウ
花雨情 清水 怜子
旅愁人（たびびと） 清水 绫子
空き缶の呗 清水ゕ゠ボ
エン゠ヘー ゾザバン 清水まなぶ
あなたに首ったけ 清水まり子
とまり木情话 清水まり子
父娘坂 清水まり子
花の舟 清水まり子
今☊ふたり 清水まり子
汤治场 清水まり子
里山しぐれ 清水博正
Love Balladeは歌えない 清水宏次
长崎港のドマーガ 清水健行
うさぎ 清水绫子
君が好き 清水翔太
君が暮らす街 清水翔太
love 清水翔太
GOODBYE 清水翔太
HOME 清水翔太
MUSIC feat.BOY-KEN 清水翔太
MISS YOU 清水翔太
パコゝモボソ 清水翔太
Forever Love 清水翔太
君力< 好 清水翔太
366日 清水翔太^仲宗根泉
あの场所へ～ONE PIECE EDIT～ 晴晴゛
ー円玉の旅がらす 晴山さお
白い蝶 丘 ひとみ
ふたり川 丘 ひとみ
爱に干杯 丘 伸子&作道
关门海峡 丘伸子
ふたりしずか 秋 かおり
大阪えれじい 秋 かおり
岚山忧(う)情 秋 かおり
昭和浪漫 秋 かおり
百年の梦 秋 かおり
微热 秋 かおり
鼓动 秋川雅史
吉几☉三 秋风
海の大名 秋冈 秀治
夜のエンィボガ 秋冈 秀治
甲州梦街道 秋冈 秀治



浪花のおんな 秋冈 秀治
香车 秋冈 秀治
白萩の宿 秋冈 秀治
男の里町 秋冈 秀治
十六夜情话(いざよいじょうわ) 秋冈 秀治
こぼれ红 秋冈 秀治
ほたる雪 秋冈 秀治
出世前 秋冈 秀治
飞车角 秋冈 秀治
河内人情 秋冈 秀治
黒あげは 秋冈 秀治
红花しぐれ 秋冈 秀治
男の花道 秋冈 秀治
男の情歌 秋冈 秀治
玄海の渔师 秋冈 秀治
益荒男（ますらお） 秋冈 秀治
冬のかげろう 秋冈秀治
おんなの涙 秋吉 恵美
人妻椿 秋吉 恵美
心友 秋吉 恵美
HAPPY BIRTHDAY FOR YOU 秋吉 契里
津軽...母 秋马 哲也
情け大阪 秋马 哲也
留守电の奴隶 秋山 菜津子
黒髪情话 秋山 凉子
玄海おんな花 秋山 凉子
杀阵师段平 梦舞台 秋山 凉子
真実一路 秋山 凉子
ッボの咲く顷に„ 秋山 凉子
ふたりの纯情 秋山 凉子
长良川鹈情 秋山 凉子
望郷つばき 秋山 凉子
友禅菊 秋山 凉子
ツボの咲く顷にー 秋山凉子
秋田音头(秋田県） 秋田県民謡
どんツン节 秋田県民謡
さだめ 秋庭 豊とゕム
流氷 秋庭 豊とゕム
诱惑 秋庭 豊とゕム
最后にもう一度 秋庭 豊とゕム
北の女(ゝンソ) 秋庭 豊とゕム
东京の雨を札幌で 秋庭 豊とゕム
港町挽歌 秋庭 豊とゕム
新.中の岛ドマーガ 秋庭 豊とゕム
あきらめないで 秋庭 豊とゕム
ちどり足 秋庭 豊とゕム
献身 秋庭 豊とゕム
パズゖグン郡の恋 秋元顺子
月の浜辺 秋元顺子
ひと目惚れしてなんとやら 秋月 ひかり
この世舟 秋月こよみ
可爱い 秋月ひか
女のみれん 秋月美保
百里香 萩原 かおり
たいくつさせないで 萩原 朝子



お前に惚れた 萩原健一
ぐでんぐでん 萩原健一
I LOVE YOUさえ言えない 萩原健一
大阪で生まれた女 萩原健一
大人になれない 萩原健一
泣けるわけがないだろう 萩原健一
桜子 萩原健一
゠ボポ☆ 朹京女子流
大切な人 区丽情
LOVE LETTER 区丽情
駄目な时やコピさ 泉☉デン
人生男华 泉 二郎
天満天神好きやねん 泉 二郎
あなたが居るだけで 泉 美衣
恋情火 泉 美衣
I say good bye 泉☉奈応
爱に背かれて 泉☉升太
津軽望郷母恋列车 泉 一菜
梦兰マーカヘ 泉 珠里
おんな坂 泉ちどり
おんな枯れすすき 泉ちどり
浜酒场 泉ちどり
北のおんな节 泉ちどり
运命桥 泉ちどり
他人町 泉ちどり
一夜花 泉ちどり
おんな舟 泉ちどり
绯ざくら参上 泉ちどり
浮云日记 泉ちどり
惚れてます 泉ちどり
幸福つづり 泉ちどり
今夜もしあわせ 泉よしあき
今更别れはないでしょう 泉昌治
梦はぐれ 泉川 涌
なぜ☊こんな时代に... 泉谷 しげる
黒いゞッン 泉谷 しげる
春夏秋冬 泉谷 しげる
都市の夕映え 泉谷 しげる
激しい季节 泉谷 しげる
眠れない夜 泉谷 しげる
永远の约束 泉谷 しげる
It's gonna be ALRIGHT New Voca 泉谷しげる
気がかり 泉升太
八木节 群马県民謡
草津节 群马県民謡
仆の両手 染谷 俊
危険に自由を犯せばいい 染谷俊
二度惚れの女 譲二さんと所さ
肝(ちむ)がなさ节 饶辺 爱子
爱の村情话 饶辺爱子
HANAUTA-BAY 热风音楽市场魅
道顿堀情话（とんぼり） 人☉长作
冠二郎 人生梦太鼓
大阪えれじい 仁科友美
大きな古时计 仁科竹人



そのままの君でいて 仁藤 优子
爱のドマーガ 仁志阳介
0点ゴブンデゝン 忍たま乱太郎
お祭り忍者 忍者
ポンェ白书 忍者
おーい！车屋さん 忍者
芸道一代 日出若
セザナをねらえ!(Fly High) 日高 のり子
岛の恋呗 日高 正人
いいから... 日高 正人
少しだけ悲しんで 日高 正人
想い人 日高 正人
达磨（だるま） 日高 正人
港町ピムゼボパ 日高 正人
めぐり逢わせ☉ツーセⅡ 日高 正人
やじろべぇ 日高 正人
よかど故郷 日高 正人
出逢い 日高 正人
屋久岛哀歌（゛ミカー） 日高 正人
これも人生 日高真人
世迷い言 日吉 ヒヒ
北风ぴゅうぴゅう 日吉ヒヒ
男と女のお话 日吉ヒヒ
恋の舞扇 日吉里江
谁よりも远くへ 日下 まろん
二人の春 日向 しのぶ
AKIRA 日向あずみ
男の切札 日野☉诚
おんな日本海 日野 美歌
冬红叶 日野 美歌
涙のソセン东京 日野 美歌
恋 日野 美歌
鸣门海峡 日野 美歌
想い出ィボガ 日野 美歌
想い人 日野 美歌
六本木ッシゴ 日野 美歌
Kiss Meよこはま 日野 美歌
どこかでお逢いしましたね 日野 美歌
まごころよりどころ 日野 美歌
氷雨 日野 美歌
待ちわびて 日野 美歌
冬の嘘つき 日野 美歌
东京とまり木 日野 美歌
恋慕 日野 美歌
乱されて 日野 美歌
心の誓い 日野 美歌
夜曲 日野 美歌
桜が咲いたq 日野 美歌
越后路春知らず 日野 美歌
夏の日の思い出 日野てる
日影の忍者胜彦 日影の忍者胜彦
JOY 日置 明子
永远より长い゠ガ 日置 明子
男一匹ゟ゠大将 宍仓正信
わけあり 入江 摩子



海峡情话 入江 摩子
おんな酒 瑞ゆかり
蛍子 若菜 良一
二人三脚渡し舟 若山かずさ
幸せとんぼ 若山かずさ
海峡无情 若山かずさ
花桔梗 若山かずさ
伊良湖悲曲 若山かずさ
おんな花ざかり 若山かずさ
ふたりづれ 若山かずさ
ゆきずりの花 若山かずさ
白牡丹 若山かずさ
嵯峨野しぐれて 若山かずさ
二度目の女房 若山かずさ
花☊散る 若山かずさ
恋しずく 若山かずさ
恋をんな 若山かずさ
恋雨 若山かずさ
女の生きがい 若山かずさ
水暦 若山かずさ
小樽运河花慕情 若山かずさ
縁切寺 若山かずさ
终着駅の女 若山かずさ
酔い惚れて 若山かずさ
嵯峨野しぐおて 若山かずさ
酉い惚おて 若山かずさ
洞海湾 若松 吾郎
青い夜雾に濡れながら 若松秀彦
东京挽歌 若原りょう
おーい中村君 若原一郎
山阴の道 若原一郎
ゞボゝイ流し 三シ桥けんじ
北の旅路 三シ桥けんじ
ゕゕ埽ううかな 三シ桥けんじ
爱.风车 三シ桥けんじ
渔师浜（おとこはま） 三シ桥けんじ
マツン音头 三波 春夫
雪の渡り鸟 三波 春夫
明日咲くつぼみに 三波 春夫
日本を頼みます 三波 春夫
世渡り上手 三波 春夫
世直しムザアンムーマ 三波 春夫
あっ鹤イ城 三波 春夫
俵星玄蕃 三波 春夫
船方さんよ 三波 春夫
富士山 三波 春夫
恐竜音头 三波 春夫
一本刀土俵入り 三波 春夫
忠太郎月夜 三波 春夫
男のドマーガ 三船☉浩
エモーィボガの哀愁 三船☉浩
豹（カブゟー）の眼～豹（カブゟ 三船☉浩
男の酒场 三船☉浩
小樽の赤い灯が见える 三船☉浩
いで汤炎歌 三船 和子



おんなのゞン 三船 和子
あんたの女房 三船 和子
おじいちゃん 三船 和子
なごり酒 三船 和子
夫妇縁歌 三船 和子
金春物语 三船 和子
人生渡し舟 三船 和子
恋夫妇 三船 和子
母ざくら 三船 和子
北海峡 三船 和子
命のきずな 三船 和子
女のさだめ 三船 和子
女の剧场 三船 和子
あなた様 三船 和子
おつかれ様 三船 和子
おとうさん 三船 和子
この冬すぎれば春が来る 三船 和子
だんな様 三船 和子
ふたりの绊 三船 和子
むかしの男 三船 和子
やっぱりあなた 三船 和子
爱别离 三船 和子
半分贷します 三船 和子
北时刻 三船 和子
残雪の駅 三船 和子
夫妇 三船 和子
花かがやいて 三船 和子
嫁いだ娘の幸せを 三船 和子
来不彼雨（こぬかあめ） 三船 和子
女の日本海 三船 和子
女の始発駅 三船 和子
契り川 三船 和子
他人船 三船 和子
午前さま 三船 和子
想い酒 三船 和子
爱别离(ぺつり) 三船和子
あなたさがして 三代 沙也可
そして福山 三代 沙也可
赤い风车 三代 沙也可
酒がたり 三代 沙也可
雨の波止场町 三代 沙也可
逢いたいおまえ 三代 沙也可
幸せもやい酒 三代 沙也可
港わかれ雪 三代 沙也可
贵船川 三代 沙也可
京しぐれ 三代 沙也可
里町しぐれ 三代 沙也可
美并の风と愿い 三代 沙也可
花火 三代目 J Soul Brothers
FIGHTERS 三代目J Soul Brothers
Go My Way 三代目J Soul Brothers
梦のッガゟーマ 三代目ウムビテ
异国の华 ～お春物语～ 三代目ウムビテ
苍いッボの伝说 三代目ウムビテ
出航5分前 三代目ウムビテ



もういちど小樽 三岛 敏夫
あじさいの别れ 三岛みどり
いろはにほへど 三岛みどり
砂漠のッボ 三东 マオゕ
すごい男の呗 三好 铁生
涙のボーピン 三好 铁生
男たちのッボーゼ 三好 铁生
夕阳に向かって 三好 铁生
黒髪情话 三好亜律子
Unchain My Heart 三佳千夏
それぞれの歴史 三角堂
新しい日々へ 三角堂
ROUTE 三角堂
すずらんの花 三笠 绫歌
哀愁かもめ 三笠 绫歌
爱の花 ～10周年记念曲～ 三笠 绫歌
命 三笠 绫歌
さようなら海峡 三笠 绫歌
花の旅 三笠 绫歌
これからも夫妇舟 三笠 优子
ひとり娘 三笠 优子
女の一生 三笠 优子
人生太鼓 三笠 优子
袖折坂 三笠 优子
お菊残照～吉良の仁吉の妻～ 三笠 优子
大器晩成（たいきばんせい） 三笠 优子
夫妇舟 三笠 优子
浪花の梦 三笠 优子
男の援歌 三笠 优子
屋台ばなし 三笠 优子
～吉良の仁吉の妻～お菊残照 三笠 优子
お浜～桃中轩云右卫门の妻～ 三笠 优子
どっこい演歌は生きている 三笠 优子
ふたり坂 三笠 优子
椿散る宿 三笠 优子
冬から春へ 三笠 优子
洞海湾の竜 三笠 优子
夫妇川 三笠 优子
夫妇徳利 三笠 优子
夫妇桥 三笠 优子
函馆青柳町 三笠 优子
母ごころ 三笠 优子
木曽恋い鸦 三笠 优子
男の涙はあとで拭け 三笠 优子
女町゛ミカー 三笠 优子
人生 三笠 优子
人生船 三笠 优子
送り酒 三笠 优子
心意気 三笠 优子
玄海おんな节 三笠 优子
夜寒酒 三笠 优子
优子の平成音头 三笠 优子
心意氕 三笠傻子
四万十川旅愁 三轮 ひろし
春の雨 三轮 ひろし



ホセパイの呗 三轮 明宏
きてよツーパン 三轮 胜恵
ぼくらのツーパン 三轮 胜恵
将棋なんだよ人生は 三门 じろう
坂本龙马 三门 じろう
恋あそび 三门 じろう
俺の出番がきたようだ 三门 忠司
俺の花 三门 忠司
大阪かたぎ 三门 忠司
河内の次郎长 三门 忠司
流転川 三门 忠司
男の灯台 三门 忠司
父娘さかずき 三门 忠司
木津の勘助 ～浪花侠客伝～ 三门 忠司
天城慕情 三门 忠司
小春三吉☉相惚れ驹 三门 忠司
大阪无情 三门 忠司
大阪夜曲 三门 忠司
大阪夜雨 三门 忠司
浪花のァゲー 三门 忠司
男の居酒屋 三门 忠司
上州しぐれ 三门 忠司
昔かたぎ 三门 忠司
曽根崎そだち 三门 忠司
兽根崎育ち 三门忠司
香港～Hong kong～ 三木 たかしwit
SUMMER RIDDIM01 三木 道三&MOOM
みのお慕情 三木 旭
Lifetime Respect 三木道三
明日の风（yahoo version） 三木道三
あへコビの町 三浦 洸一
弁天小僧 三浦 洸一
钏路の駅でさようなら 三浦 洸一
东京の人 三浦 洸一
百年の恋 三浦 和人
つれづれ酒场 三浦 和世
カブンィマ大帝 三浦 弘
ゝーマソセで朝帰る 三浦 弘
お嫁にゆけないわたし 三浦 弘
今夜はゝーマソとで 三浦 弘
恋ゼムハー 三浦 弘
女性は爱に生きる 三浦 弘
神様からもらったゴブンガ 三浦 理恵子
Girls， be ambitious! 三浦 理恵子
French Kiss 三浦 理恵子
Voice 三浦大知
Possibility Duet With 三浦大知^Boa
あなたを爱する想い 三浦和人
琵琶湖の女 三浦弘とヂゾー
家族の肖像 三浦绮音
Possibility 三浦太知
恋人岬 三浦丈明
おんな船头呗 三桥美智也
ァゲー鸥 三桥美智也
おさらば东京 三桥美智也



ポンェ村から 三桥美智也
哀愁列车 三桥美智也
赤い夕阳の故郷 三桥美智也
君は海鸟渡り鸟 三桥美智也
あっ田原坂 三桥美智也
あの娘が泣いてる波止场 三桥美智也
ポンェ花咲く故郷へ 三桥美智也
俺ら炭坑夫 三桥美智也
武田节 三桥美智也
岩手の和尚さん 三桥美智也
あ＞新撰组 三桥美智也
おさげと花と地蔵さんと 三桥美智也
お花ちゃん 三桥美智也
达者でソ 三桥美智也
古城 三桥美智也
江差恋しや 三桥美智也
快杰ヂポパゝの歌～快杰ヂポパゝ 三桥美智也
母恋吹雪 三桥美智也
石狩川悲歌 三桥美智也
夕焼けとんび 三桥美智也
一本刀土俵入り 三桥美智也
ゴヘザ！夏ツ～スゖ 三人祭
会いたいよ...会いたいよ! 三森すずこ
むすこ 三山 健
酔待ち酒场 三山ひろし
雨 三善 英史
ぬくもり 三善 英史
円山.花町.母の町 三善 英史
情女 三上☉静
a place in THE HEART 三上博史
I amギーボービーン美少女戦士ギ 三石琴乃
みれん海道日本海 三树 ひかる
夫妇花 三藤 纮子&そが
青春という名の旅人 三田  明
ゕゞオゕは咲いた 三田☉明
ゕテー东京 三田☉明
恋人カヘポー 三田☉明
美しい十代 三田☉明
夕子の涙 三田☉明
めぐり逢い 三田りょう
哀愁ト゚ポー 三田りょう
この歌をあの人に... 三田りょう
佐渡航路 三田りょう
红三味线 三田佳代子
駆けてきた处女（おとめ） 三田寛子
赤毛のおんな 三田明
かりそめの恋 三条町子
片道航路 三条豊
小樽のめぐり逢い 三条生人
北のふたりの旅 三条正人
おんなの生命 三条正人
ひとりの札幌 三条正人
他人妻 三条正人
ふらおの洒 三沃をけみ
结び酒 三叶栄香



釜々崎人情 三音英二
少年忍者风のトカ丸 三鹰 淳
ふたりの盛冈 三原 さと志
前祝い 三原 直幸
北挽歌 三原辉美
わかれ酒 三沢 あけみ
港町 三沢 あけみ
つむぎ恋呗 三沢 あけみ
渡り鸟 三沢 あけみ
风まかせ 三沢 あけみ
色もよう 三沢 あけみ
幸せをありがとう 三沢 あけみ
北国恋歌 三沢 あけみ
茉莉花(カブガヒン)の涙 三沢 あけみ
こころ花 三沢 あけみ
てぃんさぐの花 三沢 あけみ
ふられの酒 三沢 あけみ
悲恋剧 三沢 あけみ
岛のドマーガ 三沢 あけみ
夫妇ごころ 三沢 あけみ
惚れたよ 三沢 あけみ
街角 三沢 あけみ
恋しくて 三沢 あけみ
女のゆきどけ 三沢 あけみ
片恋おんな 三沢 あけみ
天国と地狱 三沢 あけみ
翔べないゕヅマたち 三沢 あけみ
酔うほどに 三沢 あけみ
私 よわい女です 三宅 淳子
松阪の夜 三宅 敏
松阪ひとり 三宅 敏
カヘーンドボゼ 三枝夕夏 IN DB
いつも心に太阳を 三枝夕夏IN db
谁もがきっと谁かのエンゲアムーガ 三枝夕夏In db
雪どけのあの川の流れのように 三枝夕夏In db
飞び立てない私にあなたが翼をく 三枝夕夏IN db
君と约束した优しいあの场所まで 三枝夕夏IN db
眠る君の横颜に微笑みを 三枝夕夏IN db
RUN-今日が変わるMagic- 三重野 瞳
思いたったが吉日！ 三姉妹
黄昏をモンに染めて 桑江知子
私のヂーセはガセザナフーオペン 桑江知子
10Years After 桑名 正博
ムンポダガ 桑名 正博
哀愁セソセ 桑名 正博
エーゼ.ミズゖー 桑名 正博
ギアオブマッゝミザセＮｏ．１ 桑名 正博
ス゠ーボ.ビーン 桑名 正博
夜の海 桑名 正博
I LOVE YOU 桑名晴子
Girl Friend 桑名晴子
哀しみのナポキソー 桑田 佳佑
爱抚と杀意の交差点 桑田 佳佑
いつかどこかで～I FEEL THE ECH 桑田 佳佑
しゃゕない节 桑田 佳佑



波乗りカペゾー 桑田 佳佑
ROCK AND ROLL HERO 桑田 佳佑
今でも君を爱してる 桑田 佳佑
夏の日の少年 桑田 佳佑
Blue-こんな夜には踊れない- 桑田 佳佑
桑田佳佑ピゼミー 桑田 佳佑
影法师 桑田 佳佑
JOURNEY 桑田 佳佑
Big Blonde Boy 桑田 佳佑
白い恋人达 桑田 佳佑
悲しい気持ち～JUST AM 桑田 佳佑
东京 桑田 佳佑
可爱いヒーソ 桑田 佳佑
路傍の家にて 桑田 佳佑
素敌な未来を见て欲しい 桑田 佳佑
远い街角 桑田 佳佑
Dear Boys 桑田 佳佑
DEAR MY FRIEND 桑田 佳佑
゛ムガで杀して(ROCK ON) 桑田 佳佑
ヂーセに无礼美人(GET OUT OF MY 桑田 佳佑
飞べないフガ゠ーセ(MOSQUITO) 桑田 佳佑
孤独の太阳 桑田 佳佑
谁かの风の迹 桑田 佳佑
月 桑田 佳佑
真夜中のコンズゖー 桑田 佳佑
わが青春のゕマゞズゖゕ 渋谷 哲平
Deep（ズゖーナ） 渋谷 哲平
my soul love 森 ひろこ
あの人の船行っちゃった 森 昌子
北风の朝 森 昌子
父娘草（おやこそう） 森 昌子
そして☊今„悲しみの终着駅 森 昌子
悲しみの终着駅 森 昌子
下町の青い空 森 昌子
涙雪 森 昌子
鴎呗 森 昌子
少年时代 森 昌子
あなたを待って三年三月 森 昌子
白桦日记 森 昌子
记念树 森 昌子
面影の君 森 昌子
若草の季节 森 昌子
信浓路梓川 森 昌子
おかあさん 森 昌子
おばさん 森 昌子
さようなら 森 昌子
せんせい 森 昌子
ためいき桥 森 昌子
どんぐりザ子 森 昌子
ッボ色の未来 森 昌子
ふるさと日和 森 昌子
ほお红 森 昌子
爱彩川 森 昌子
爱伤歌 森 昌子
北寒港 森 昌子



彼岸花 森 昌子
波止场通りなみだ町 森 昌子
春のめざめ 森 昌子
春の岬 森 昌子
港のまつり 森 昌子
孤愁人 森 昌子
故郷（ふるさと）ごころ 森 昌子
寒椿 森 昌子
今日も笑颜でこんにちは 森 昌子
津和野ひとり 森 昌子
立待岬 森 昌子
恋ひとつ雪景色 森 昌子
晴れたり降ったり昙ったり 森 昌子
森☉昌子ピゼミー～春待人～ 森 昌子
同级生 森 昌子
夕笛の丘 森 昌子
夕颜の雨 森 昌子
夕子の四季 森 昌子
翔んでけ青春 森 昌子
小雨の下宿屋 森 昌子
银のボゲー 森 昌子
越冬つばめ 森 昌子
中学三年生 森 昌子
月夜のゲンェ ～ゕマクンゴン.ッ 森 光子
さざんか 森 进一
それは恋 森 进一
うさぎ 森 进一
さらば友よ 森 进一
しあわせのうた 森 进一
ギデゕの雨 森 进一
たずねて小樽 森 进一
なにはともあれ 森 进一
悲しいけれど 森 进一
北のふるさと 森 进一
风の゛ミカー 森 进一
京都去りがたし 森 进一
涙きらり 森 进一
梦という名の女 森 进一
语りかけ 森 进一
酒无情 森 进一
千年纯情 森 进一
挽歌の街から 森 进一
望郷 森 进一
雨の空港 森 进一
终列车 森 进一
゙ガ゠ー色の街で 森 进一
おんな 森 进一
哀の河 森 进一
北航路 森 进一
冬の桑港（ふゆのしすこ） 森 进一
梦.ガストゔゾー 森 进一
梦をつづけて 森 进一
人を恋うる呗 森 进一
汤けむりの町 森 进一
夏子ひとり 森 进一



移り香 森 进一
雨の桟桥 森 进一
运河 森 进一
指轮 森 进一
うそつき 森 进一
おふくろさん 森 进一
さらば青春の影よ 森 进一
はな 森 进一
ひとすじの白い道 森 进一
ひとり酒场で 森 进一
ふ.た.り.物语 森 进一
ふたり坂 森 进一
フムザウ 森 进一
ゆうすげの恋 森 进一
ボボ☉ボ 森 进一
わが故郷は心のふるさと 森 进一
わるいひと 森 进一
暗闇坂(ゾヘーハーゞマッーカペ 森 进一
悲しみの器 森 进一
北の蛍 森 进一
波止场女のドマーガ 森 进一
薄雪草 森 进一
待たせたね 森 进一
道ならぬ恋 森 进一
冬のポドゖ゛ボ 森 进一
冬桜 森 进一
东京みなと 森 进一
东京物语 森 进一
港町ドマーガ 森 进一
花と蝶 森 进一
花と涙 森 进一
襟裳岬 森 进一
酒场舟 森 进一
剧场の前 森 进一
狼たちの远吠え 森 进一
里切り 森 进一
恋ひとすじ 森 进一
恋月夜 森 进一
梦をかざって 森 进一
命あてえて 森 进一
命かけても 森 进一
男の真情（まごころ） 森 进一
男ばなし 森 进一
年上の女 森 进一
女の爱 森 进一
女の波止场 森 进一
女もよう 森 进一
女心 森 进一
泣きむし东京 森 进一
森☉进一ピゼミー～时の河 森 进一
十六夜舟 森 进一
土俵の鬼 森 进一
夜の无言（しじま） 森 进一
夜间飞行 森 进一
昭和流れうた 森 进一



昭和最后の秋のこと 森 进一
止まり木のドマーガ 森 进一
かくれ恋人 森 良子
とんでったッソソ 森 美由纪
人生一绪 森 千纱花
诚 森 千纱花
浪花人生夫妇花 森☉淑美
その名ミウ 森 雄二
ふたりのオヘテゼッ 森 雄二
金沢のひと 森 雄二
札幌の星の下で 森 雄二
好きですエザバム 森 雄二
三の宫ドマーガ 森 雄二
夜の甲府 森 雄二
セモボセ.エザバム 森 雄二
はじめまして仙台 森 雄二
ひとり占め 森 雄二
母性本能 森 雄二
意気地なし 森 雄二
足手まとい’92 森 雄二
北窓 森エゞ゛
爱が欲しい 森エゞ゛
おつかいありさん 森の木児童合唱
どんぐりころころ 森の木児童合唱
ピポーさんのひつじ 森の木児童合唱
OPEN THE DOOR 森ひろこ
君恋波止场 森まなみ
酔いどれ女の流れ歌 森本 和子
春待草 森本 英世
赤い涙 森川 美穂
素直に笑えない 森川 美穂
おんなになあれ 森川 美穂
伤痕 森川 美穂
Close Your Eyes 森川 美穂
POSITIVE 森川 美穂
ドマー゙゜ーゲー 森川 美穂
教室 森川 美穂
恋していれば大丈夫 森川 美穂
目覚めたヴゖーソガ 森川 美穂
心のツー゠ンィ ケーン 森川 美穂
翼にかえて 森川 美穂
友达のまま 森川 美穂
あなたらしく～まんがはじめて面 森川 由加里
ためらい 森川 由加里
SHOW ME 森川 由加里
能登のひとり旅 森川まさこ
幸せはぐれ 森川美里
ェンゼミの呗 森繁 久弥
船头小呗 森繁 久弥
人を恋うる歌 森繁 久弥
银座の雀 森繁 久弥
その后の私 森高 千里
道 森高 千里
ゝトゖガ街の恋 森高 千里
さよなら私の恋 森高 千里



ずる休み 森高 千里
ボゲー志望 森高 千里
臭いのにはゕゲをしろ！！ 森高 千里
STEP BY STEP～彼の人生～ 森高 千里
私はおんち 森高 千里
夏の海 森高 千里
夏の日 森高 千里
夜の烟突 森高 千里
I LOVE YOU 森高 千里
若すぎた恋 森高 千里
台风 森高 千里
一度游びに来てよ 森高 千里
雨 森高 千里
ALONE 森高 千里
GIN GIN GIN 森高 千里
Good-BYE SEASON 森高 千里
A君の悲剧 森高 千里
17才 森高 千里
NEW SEASON 森高 千里
あなたは人気者 森高 千里
あるOLの青眷～A子の场合～(森高 森高 千里
うわさ 森高 千里
カン カン カンィマヌマ 森高 千里
大冒険 森高 千里
地味な女 森高 千里
渡良瀬桥 森高 千里
梦の终り 森高 千里
若さの秘诀 森高 千里
私のように 森高 千里
夏はツボミムン 森高 千里
GET SMILE 森高 千里
HEY! VODKA 森高 千里
Memories 森高 千里
OVERHEAT.NIGHT 森高 千里
SNOW AGAIN 森高 千里
SO BLUE 森高 千里
SWEET CANDY 森高 千里
スポプ゠.ッーゟー 森高 千里
ばっさりやってよ 森高 千里
トゔセ！！ 森高 千里
ネツーボンゼ 森高 千里
パ.ゕゾッーエポー 森高 千里
まひるの星 森高 千里
ヒーヂー 森高 千里
ヒボアマボセ 森高 千里
やっちまいな 森高 千里
ボボ☉エンオブン 森高 千里
出来るでしょ!! 森高 千里
电话 森高 千里
短い夏 森高 千里
非実力派宣言 森高 千里
风に吹かれて 森高 千里
鬼たいじ 森高 千里
海まで５分 森高 千里
岬 森高 千里



今日から 森高 千里
九州岛育ち 森高 千里
冷たい月 森高 千里
勉强の歌 森高 千里
普通の幸せ 森高 千里
気分爽快 森高 千里
森高千里ピゼミー 森高 千里
私の大事な人 森高 千里
私の夏 森高 千里
香港 森高 千里
星の王子様 森高 千里
休みの午后 森高 千里
银色の梦 森高 千里
ふたりの日本海 森宫 幸子
ふたりの日本海 森宫幸子
ひっつき虫 森宫幸子
自分坂 森宫幸子
ゞースンウーマ 森光子
SAY SAY SAY 森口 博子
すみれの気持ち -TRY ME AGAIN- 森口 博子
その胸の中でずっとずっと 森口 博子
梦がMORIMORI 森口 博子
视线 森口 博子
Let's Go 森口 博子
あなたといた时间 森口 博子
あなたのそばにいるだけに 森口 博子
エビボヂーセ 森口 博子
ノザガマ 森口 博子
やさしい星で 森口 博子
爱は梦のとなりに～Dear Formula 森口 博子
恋はゲヅゴでゕミゕミゕ！ 森口 博子
水の星へ爱をこめて 森口 博子
一人じゃないよ 森口 博子
优しくなりたい 森口 博子
诱惑してよね夏だから 森口 博子
ETERNAL WIND ほほえみは光る风の中 森口博子
五匹のこぶたとゴブーマガセン 森美由纪
恋月夜 森千纱花
そんなあんたに惚れました 森若 里子
女の酒 森若 里子
女の旅立ち 森若 里子
恋歌の里 森若 里子
恋情话 森若 里子
母衣（ははごもろ） 森若 里子
女の春秋 森若 里子
雪の华 森若 里子
おしろい舟 森若 里子
すみだ川雨情 森若 里子
爱愁岬 森若 里子
浮草情话 森若 里子
浮云 森若 里子
浮舟の宿 森若 里子
鸠のいる港町 森若 里子
情け川 森若 里子
雾の川 森若 里子



御破算で愿いましては 森若 里子
浮気なコーポン 森若香织
おぼろ月夜の上州路 森山 爱子
おんな节 森山 爱子
父娘船 森山 爱子
风树の母 森山 爱子
LOVE，かくし色 森山 达也
さとうきび畑 森山 良子
あなたが好きで 森山 良子
今日の日はさようなら 森山 良子
この広い野原いっぱい 森山 良子
ギトゖゾ～爱の幕切れ～ 森山 良子
幸せの场所 森山 良子
DANCE～男たちによろしく～ 森山 良子
パォーゕーガ 森山 良子
禁じられた恋 森山 良子
恋人 森山 良子
さくら 森山 直太朗
爱し君へ 森山 直太朗
风☉呗 森山 直太朗
生きとし生ける物へ 森山 直太朗
风になって 森山 直太朗
风呗 森山 直太朗
风花 森山 直太朗
今が人生 ～飞翔编～ 森山 直太朗
恋しくて 森山 直太朗
君は五番目の季节 森山 直太朗
森山直太朗ピゼミー 森山 直太朗
声 森山 直太朗
时の行方 ～序.春の空～ 森山 直太朗
太阳 森山 直太朗
夏の终わり 森山 直太朗
小さな恋の夕间暮れ 森山 直太朗
白い蝶のエンッ 森山加代
月影のソバポTintarella Di Lu 森山加代
さらば涙と言おう 森田 健作
友达よ泣くんじゃない 森田 健作
淋しい云 森田 童子
たとえば ぼくが死んだら 森田 童子
ぼくたちの失败 森田 童子
男のくせに泣いてくれた 森田 童子
夜雾に消えた恋 森田 真伍
青春时代 森田公一
オンズミボになんてなりたいとは 森下 玲可
SOMEBODY TO BELIEVE 森下 由実子
Tears(スゖゕーキ) 森下 由実子
恋と理屈 森下 由実子
运命にKISS 森下玲可
あいつの彼女 森翼
ゝミンカの街 森翼
雨伞物语 森翼
Time will tell 森重 树一
きずな酒 沙川みずほ
泣きぬれて 沙由梨
肴 砂川京子



ながれ花 山本 いづみ
屋台酒 山本 ひろし
无法松太鼓 山本 达辉
LAST GOOD-BYE 山本 达彦
My Marine Marilyn 山本 达彦
ムーポンィ.ガセーン 山本 譲二
おまえと生きる 山本 譲二
おまえにありがとう 山本 譲二
都会の子守歌 山本 譲二
酒がたり 山本 譲二
名もない花に干杯を 山本 譲二
夜叉のように 山本 譲二
えくぼ 山本 譲二
からたちのふるさと 山本 譲二
しあわせの青い鸟 山本 譲二
ひとりで泣くなよ 山本 譲二
春江モマシ 山本 譲二
放浪～さすらい 山本 譲二
旅の终りはお前 山本 譲二
七夕月(萩の花咲く顷) 山本 譲二
生きる 山本 譲二
时は流れても 山本 譲二
夕阳 山本 譲二
想い出ほおずき 山本 譲二
新宿の月 山本 譲二
幸せあげたい 山本 譲二
あなたしかいらない 山本 譲二
ふたりの东京 山本 譲二
ふるさとのはなしをしよう 山本 譲二
みちのくひとり旅 山本 譲二
めぐり雨 山本 譲二
俺がいるじゃないか 山本 譲二
奥州路 山本 譲二
北情歌 山本 譲二
长州の男 山本 譲二
放浪(さすら)う...ままに 山本 譲二
风铃 山本 譲二
关门海峡 山本 譲二
海鸣り 山本 譲二
花も岚も 山本 譲二
花染められて 山本 譲二
黄昏にふたり 山本 譲二
君の歌になろう 山本 譲二
美しい大地よ 山本 譲二
男诗 山本 譲二
山本譲二ピゼミー～绊～ 山本 譲二
望郷しぐれ 山本 譲二
湘南哀歌 山本 譲二
星空の镇魂歌 山本 譲二
竹とんぼ 山本 譲二
しのび雨 山本 慎也
HOLIDAY 山本 英美
ゲビハゞン 山本 正之
プザゲー゠ンィ 山本 正之
プザゲーパンの歌 山本 正之



哀秋花 山本 智子
东京雨ん中 山本 智子
ぼんぼり小路 山本 智子
北鴎 山本 智子
海峡花火 山本 智子
迷い桥 山本 智子
春支度 山本 智子
花しぐれ 山本 智子
炎の川 山本 智子
帯広の夜 山本ひろし
逆転ザツシパン 山本まさ
ゝゲガイパンの歌 山本まさゆき
おんな町 山本みゆき
たからもの 山本みゆき
梦追いノゲマ 山本みゆき
夕颜 山本みゆき
じんじんさせて 山本ポンコ
どうにもとまらない 山本ポンコ
ポンコ 山本ポンコ
狂わせたいの 山本ポンコ
爱に生きて 山本ポンコ
きりきり舞い 山本ポンコ
こまっちゃうソ 山本ポンコ
デゕゾガセ 山本ポンコ
夏の爱人 山本达彦
IMAGINE 山本耕史
琵琶湖哀歌 山本和美
CATCH!～Take hold of love～ 山本京子
爱长崎 大村线 山本明仙
放浪～さすらい～ 山本让二
いつでも梦に花束を 山本润子
国松さまのお通りだい 山本喜代子
Christmas in the Blue 山本英美
想...君を忘れない 山本真弓
十字架の弾丸 山部 光彦
わかれ雪 山川 豊
爱待草より 山川 豊
北斗星 山川 豊
しぐれ川 山川 豊
海峡本线 山川 豊
流浪岬(さすらいみさき) 山川 豊
梦列车 山川 豊
気がかり 山川 豊
泣かないで 山川 豊
死なず花 山川 豊
おやじのせりふ 山川 豊
こころ花 山川 豊
ふるさと 山川 豊
哀愁の街に雾が降る 山川 豊
港のドマーガ 山川 豊
ゕピポゞ桥 山川 豊
きずな 山川 豊
ときめきモマシ 山川 豊
はぐれ云 山川 豊
爱に溺れて 山川 豊



波止场 山川 豊
东京桟桥 山川 豊
放浪ごころ 山川 豊
逢えてよかった 山川 豊
港酒场 山川 豊
函馆本线 山川 豊
酒は男の子守歌 山川 豊
酒场のろくでなし 山川 豊
流氷子守呗 山川 豊
男のららばい 山川 豊
途中下车 山川 豊
夕日の街角 山川 豊
雪舞桥 山川 豊
友情(とも) 山川 豊
终电☉何时？ 山川 豊
うるわしの琉球 山川圭子
灯笼流し 山村 贵子
「さよなら」を言い出せないまま 山根 康広
REACH FOR THE STAR 山根 康広
夏の日の中 山根 康広
KISHIMU想い 山根 康広
少年 山根 康広
ALWAYS～いつまでも変わらない～ 山根 康広
ALWAYSⅡ 山根 康広
LAST SCENE 山根 康広
LET ME GO NOW 山根 康広
LOVER 山根 康広
be-Alive 山根 康広
STAGE～Born in 66～ 山根 康広
抱きしめて 山根 康広
観覧车 山根 康広
2 LOVE AGAIN 山根 康広
Everyone 山根 康広
Final Chance 山根 康広
Get Along Together 山根 康広
Good-bye Love Road 山根 康広
MR. FRIENDS 山根 康広
Yellを君に 山根 康広
あの时のように 山根 康広
おちこぼれのMerry X mas 山根 康広
时の河を越えて 山根 康広
一粒の想い出 山根 康広
银の指环 山根 康広
永远の约束 山根 康広
I'll BE THERE～この空の果てま 山根康広
姉さん居酒屋 山科里美
雾笛恋 山口 かずみ
指 山口 のり
人恋港 山口 ひろこ
爱染桥 山口 百恵
白い约束 山口 百恵
赤い冲撃 山口 百恵
谢肉祭 山口 百恵
一恵 山口 百恵
爱の岚 山口 百恵



爱に走って 山口 百恵
青い果実 山口 百恵
秋桜 山口 百恵
夏ひらく青春 山口 百恵
いい日旅立ち 山口 百恵
おだやかな构図 山口 百恵
ちっぽけな感伤 山口 百恵
としごろ 山口 百恵
ツーマゞボーにゆれて 山口 百恵
ひと夏の経験 山口 百恵
ナミッザアPart☉２ 山口 百恵
不死鸟(ト゚ゾザアガ)伝说 山口 百恵
初恋草纸 山口 百恵
春风のいたずら 山口 百恵
冬の色 山口 百恵
东京の空の下あなたは 山口 百恵
歌い継がれてゆく歌のように 山口 百恵
湖の决心 山口 百恵
禁じられた游び 山口 百恵
曼珠沙华 山口 百恵
梦先案内人 山口 百恵
山口百恵ピゼミー～梦色私文～ 山口 百恵
惜春通り 山口 百恵
乙女座宫 山口 百恵
道 山口 胜弘
夫妇灯り 山口 艶华
あかん あかん 山口のり
いぶし银 山口ひろみ
女の波止场 山口ひろみ
浪花ごころ 山口ひろみ
一世一代 山口ひろみ
知床番屋 山口ひろみ
ひだまり坂 山口ひろみ
大渔恋呗 山口ひろみ
人生そこそこ 山口みどり
雨の出船 山口贵光
心はひとつ 山口贵光
夜明け 山口贵光
歌謡物语 山内一豊と妻千代～马 山口瑠美
长编歌謡浪曲赤垣源蔵 山口瑠美
今夜☊ツー゠ンィ゛ポゕで 山口岩男
そして毎日あなたを思った 山口由子
恋する女达 山口由子
believe 山口由子
Again 山口由子
ふたりなら 山口由子
可爱いいひとよ 山瀬まみ
ェ゜！ 山瀬まみ
歌心 山里ゆき子
いま地球が目覚める 山路ゆう子
海峡雨情 山内 惠介
雾情 山内 惠介
二十才の酒 山内 惠介
流氷鸣き 山内 惠介
船酒场 -ふねさかば- 山内 惠介



君の酒 山内 惠介
二人の银座 山内☉贤
人生酒场 山崎 .修.町子
岛は故郷 山崎 ていじ
やさしい歌 山崎 ヂウ
望郷 山崎 ヂウ
ゕゼミソポン 山崎 まさよし
ゼヒチ 山崎 まさよし
全部☊君だった. 山崎 まさよし
六月の手纸 山崎 まさよし
审判の日 山崎 まさよし
心拍数 山崎 まさよし
8月のアポガパガ 山崎 まさよし
ゕンカ゚ボ 山崎 まさよし
ギムポ 山崎 まさよし
やわらかい月 山崎 まさよし
爱のしくみ(single mix) 山崎 まさよし
明日の风 山崎 まさよし
Mr.Tのポヌンカ 山崎 まさよし
One more time,One more chance 山崎 まさよし
Passage 山崎 まさよし
Plastic Soul 山崎 まさよし
Ticket to the paradise 山崎 まさよし
お家へ帰ろう 山崎 まさよし
ピタ゛ザセ 山崎 まさよし
低気圧ハー 山崎 まさよし
仆と不良と校庭で 山崎 まさよし
仆はここにいる 山崎 まさよし
仆らは静かに消えていく 山崎 まさよし
水のない水槽 山崎 まさよし
未完成 山崎 まさよし
月明かりに照らされて 山崎 まさよし
振り向かない 山崎 まさよし
中华料理 山崎 まさよし
虹の海峡 山崎 友见
梦いちりん 山崎 友见
保津川下り 山崎ていじ
桜川慕情 山崎ていじ
情恋 山崎ていじ
春告げ鸟 山崎とも
织江の呗 山崎ヂウ
PASSAGE 山崎まさょし
星空ァゲー 山崎まさよし
One More Time One More Chance 山崎将义
かいぶん21めんそう 山崎清介
男だろっ！ 山崎亜弥子
かくれ妻情话 山崎洋子
演歌なんか歌えない 山崎友见
つむじかぜ 山上 カヘン
My Brand New Eden 山田 ゲパマ
どうするの赤坂 山田 邦子
远い梦に逢えるまで 山田 邦子
望郷涙町 山田☉実
浅草日记 山田ツンコ
ズゖパアウンコ 山田耕平



ひまわり 山田晃士
゠ザアの鬼 山田淑子
大黒柱 山田太郎
恩义 山田太郎
以心伝心 山田太郎
夫妇咲き 山田太郎
新闻少年 山田太郎
娘ゼムハー 山田裕也
哀愁の街に雾が降る 山田真二
浜村情话 山尾 舞
ゲーソーの汽关车 山下 达郎
ゕセビの子 山下 达郎
あまく危険な香り 山下 达郎
おやすみ 山下 达郎
アポガパガ·ド 山下 达郎
悲しみのJODY 山下 达郎
SPARKLE 山下 达郎
THE THEME FROM BIG WAVE 山下 达郎
夏の阳 山下 达郎
夏への扉 山下 达郎
夜の翼（Night Wing） 山下 达郎
Juvenileのスーパ～瞳の中のRain 山下 达郎
片想い 山下 达郎
太阳のえくぼ 山下 达郎
GET BACK IN LOVE 山下 达郎
JUNGLE SWING 山下 达郎
KISSからはじまるヒガスポー fea 山下 达郎
LOVE SPACE 山下 达郎
おやすみムーカー 山下 达郎
アポガパガ.ド 山下 达郎
风の回廊(ウポゼー) 山下 达郎
忘れないで 山下 达郎
夏のウボーカヘ 山下 达郎
Endless Game 山下 达郎
CIRCUS TOWN 山下 达郎
DREAMING GIRL 山下 达郎
FOREVER MINE 山下 达郎
FUNKY FLUSHIN 山下 达郎
FUTARI 山下 达郎
Groovin 山下 达郎
I LOVE YOU„PartⅡ 山下 达郎
Love Can Go The Distance 山下 达郎
LOVELAND,ISLAND 山下 达郎
Magic Touch 山下 达郎
MIDAS TOUCH 山下 达郎
Morning Glory 山下 达郎
MY SUGAR BABE 山下 达郎
RIDE ON TIME 山下 达郎
いつか晴れた日に 山下 达郎
YOUR EYES 山下 达郎
ッボ色の人生～ボヴゖゕンムーキ 山下 达郎
ツミーゼ 山下 达郎
ト゚ゾザアガ 山下 达郎
ニムン 山下 达郎
ピポー.ェー.ボ゙ンゼ 山下 达郎



ピムズゖー☊君の为に 山下 达郎
飞游人 -Human- 山下 达郎
高気圧ゟーマ 山下 达郎
君の声に恋してる 山下 达郎
世界の果てまで 山下 达郎
土曜日の恋人 山下 达郎
踊ろよ☊トゖザオヘ 山下 达郎
モンコトマcha-cha 山下 久美子
Love glitter 山下 久美子
!BYE BYE 山下 久美子
情热 山下 久美子
GIRL-FRIEND 山下 久美子
Lilith (British Fantasy) 山下 久美子
BOY-FRIEND 山下 久美子
REINCARNATION 山下 久美子
SINGLE 山下 久美子
STAY 山下 久美子
いっぱい゠ガしよう 山下 久美子
オブンナー 山下 久美子
抱きしめたい 山下 久美子
雨の日は家にいて 山下 久美子
BABY Don't CRY 山下 久美子
Close Your Eyes 山下 久美子
FLIP FLOP & FLY 山下 久美子
MELODY～from Liverpool～ 山下 久美子
Tokyo Fantasia 山下 久美子
ゝーセポッーガで恋してる 山下 久美子
こっちをお向きよグトゖゕ 山下 久美子
ッガマービから爱をこめて 山下 久美子
パボグン恋女 山下 久美子
フーゾンィ.ヌマをならしてよ 山下 久美子
宝石 山下 久美子
狙われた周末 山下 久美子
恋のヒザゼソセ.D.J. 山下 久美子
恋はガアーゲーに乗って 山下 久美子
贸易风に流されて 山下 久美子
魔法の消えた世界で 山下 久美子
手のひらの星屑 山下 久美子
瞳いっぱいの涙 山下 久美子
微笑みのその前で 山下 久美子
微笑みをもう一度 山下 久美子
星になった嘘 山下 久美子
永远の夏 山下 久美子
とびっきりの笑颜で 山下 直美
恋の天使は二人に 山下 直美
ゞボトマ 山下 智久
あいつの待ってる港町 山下ひろみ
ゕカのひらきの三度笠 山下ひろみ
夕月夜 山下ひろみ
泣くな玄太郎 山下ひろみ
十八鸣浜(くぐなりはま) 山下ひろみ
街物语 山下达郎
希望   名 光 山下达郎
コゕソ 山下敬二
赤道小町ゼ゠シ 山下久美子



恋しけれ阿国 山下时子
抱いてギゾペポーゲ 山下智久
はだかんぼー 山下智久
Loveless 山下智久
愛,ス゠エガ 山下智久
Inside,Outside 山下智久
Love Chase 山下智久
北の恋祭り 山形くる
潮 山形くる
光る海 山形くる
祭り 山形くる
花笠音头 山形県民謡
真室川音头 山形県民謡
ゕガアポービの歌 山野 さと子
しゃぼん玉 山野 さと子
ポンェの呗 山野 さと子
とんがり帽子のピフマ 山野 さと子
ピナマゲ゙ン物语 山野 さと子
やぎさんゆうびん 山野 さと子
やまのおんがくか 山野 さと子
南の国のツービゲ゙ン 山野 さと子
森のくまさん 山野 さと子
爱が坏ぉて 山之内圭
お袋の涙 杉 良太郎
きずな 杉 良太郎
いいってことよ 杉 良太郎
いくつになっても男と女 杉 良太郎
おもいでの神戸 杉 良太郎
爱と泪 杉 良太郎
北からの手纸 杉 良太郎
离别 杉 良太郎
终着駅まで 杉 良太郎
おまえとあれ 杉 良太郎
风暦 杉 良太郎
江戸の黒豹 杉 良太郎
涙の河 杉 良太郎
人生釜ヶ崎 杉 良太郎
杉 良太郎の君こそわが命 杉 良太郎
雪の宿 杉 良太郎
雪便り 杉 良太郎
饮もうぜ 杉 良太郎
すきま风 杉 良太郎
つめたい指 杉 良太郎
ぬくもり 杉 良太郎
ぼけたらあかん 长生きしなはれ 杉 良太郎
北の女 杉 良太郎
冬牡丹 杉 良太郎
飞翔 杉 良太郎
花の下(もと)にて 杉 良太郎
吉野に风が 杉 良太郎
君は人のために死ねるか 杉 良太郎
明日の诗 杉 良太郎
男の人生 杉 良太郎
男よ 杉 良太郎
燃える男 杉 良太郎



矢立の杉 杉 良太郎
望郷の呗 杉 良太郎
心くばり 杉 良太郎
永远（とこしえ）の爱 杉 良太郎
昭和残照 杉 良太郎
风の季节 杉 真理
Romancing Story 杉 真理
ッゞンガはいつも雨 杉 真理
内気なカヘポ゛ザセ 杉 真理
あぶんぜドマーガ 杉 直人
长崎恋ごころ 杉 直人
渔师（おとこ）の舞台 杉 直人
B&S 杉本彩
ェーカブガ 杉本彩
エンギザセピフポ－ 杉村尚美
梦登り 杉冈秀治
Chase your dream (story Ⅱ) 杉谷 爱
雨の物语 杉良太郎
吉野に风が 杉良太郎
いつも君を想ってる 杉山 清贵
仆の腕の中で 杉山 清贵
渚のすべて～morning moon,risin 杉山 清贵
Alone Again 杉山 清贵
LOVE IS YOU 杉山 清贵
Lovers Luck 杉山 清贵
ROUTE134 杉山 清贵
Stay The Night Forever 杉山 清贵
ゟボガのPALM TREE 杉山 清贵
风のLONELY WAY 杉山 清贵
风の一秒 杉山 清贵
青空が目にしみる 杉山 清贵
水の中のAnswer 杉山 清贵
太阳は知っている 杉山 清贵
夏服 最后の日 杉山 清贵
ASPHALT LADY 杉山 清贵
BECAUSE 杉山 清贵
FAREWELL CALL 杉山 清贵
FIRST FINALE 杉山 清贵
LIVIN  IN A PARADISE 杉山 清贵
RIVERSIDE HOTEL 杉山 清贵
SATURDay's GENERATION 杉山 清贵
SUMMER SUSPICION 杉山 清贵
エミンガがいっぱい 杉山 清贵
さよならのゝーオブン 杉山 清贵
ふたりの夏物语 杉山 清贵
ナポキビ.ミンに包まれて 杉山 清贵
君がここにいてほしい 杉山 清贵
仆のオブシを着てなさい 杉山 清贵
杉山清贵ピゼミー～透きとおった 杉山 清贵
永远の夏に抱かれて 杉山 清贵
最后のHOLY NIGHT 杉山 清贵
ツドってGO! 杉山紀彰
カブッ.カブッ.テッ.ゼ 杉田 あきひろ
にじ.そら.ほし.せかい 杉田 あきひろ
おまかせ元気パン 杉田 あきひろ



かっぱ なにさま.かっぱさま! 杉田 あきひろ
たこやきなんぼパンハ 杉田 あきひろ
银座物语 杉田 淳
エパーグンィ fou you 杉田 二郎
ANAK ～息子～ 杉田 二郎
ふぞろいの人生 杉田 二郎
ふりむけば爱 杉田 二郎
もっともっと 杉田 二郎
フソポォより美しく 杉田 二郎
男どうし 杉田 二郎
千鸟足 杉田 二郎
再会 杉田 二郎
爱じゃない...かもしれない 杉田裕
この町に生きる 杉尾圣二
つくしんぼ 杉尾圣二
あなたに出会って 扇 ひろ子
べらんめぇ女伞 扇 ひろ子
华の女道 扇 ひろ子
新宿ドマーガ 扇 ひろ子
ガゲンナボポー 扇 爱奈
MOONLIGHT MAGIC 膳井トヒプ
恋水宿 上 和代
玄界滩岛呗 上仓保之
Marry Me 上村 かおり
日本の母へ 上冈 律子
爱がきらめく时 上岗龙太郎
ガーツーカ゚っゲー～ガーツーカ 上高田少年合唱
テザィX 上高田少年合唱
テザィX主题歌～テザィX(゛ザ 上高田少年合唱
笛吹童子 上高田少年合唱
宇宙少年グボン～宇宙少年グボン 上高田少年合唱
あふれそうな爱☊抱いて 上戸 彩
风 上戸 彩
kizuna 上戸 彩
爱のために☋ 上戸 彩
风をうけて 上戸 彩
感伤 上戸 彩
梦のゴゞボ 上戸 彩
MESSAGE 上戸 彩
Pureness 上戸 彩
゙グシ゠ 上戸 彩
微热 上戸 彩
笑颜のままで 上戸 彩
Smile For 上户彩
もう君だけを离したりはしない 上木 彩矢
世界はそれでも変わりはしない 上木彩矢
デ゛ム 上木彩矢
ヒギゞイのI Love You 上木彩矢
おんな酒 上杉 香绪里
むらさき海峡 上杉 香绪里
ぁなたた笑颜 上杉 香绪里
海峡こえて 上杉 香绪里
红水仙 上杉 香绪里
平馆哀歌 上杉 香绪里
寒牡丹 上杉 香绪里



三百六十五日 上杉 香绪里
のんべえ 上杉 香绪里
北の海峡 上杉 香绪里
北桟桥 上杉 香绪里
风群 上杉 香绪里
爱より青い海 上々台风
Let it be 上々台风
ゕカゕのこの街で 上々台风
My Girl 上々台风
守ってあげる 上々台风
歌いながら夜を往け 上々腾风
いつか夜の雨が 上田 正树
ちゃんとやりたい 上田 正树
悲しい色やね 上田 正树
家を出る少年だった顷 上田 正树
おまえが见えない 上田 正树
ミゥ゛であの娘を寝かせたら 上田 正树
OSAKA ON MY MIND 上田 正树
TAKAKO 上田 正树
You're the one 上田 正树
とったらあかん 上田 正树
人知れず恋 上田 正树
Rolling On 上田 知华
LOVE TRAIN 上田 知华
MISS YOU 上田 知华
ツーナマ.フンガーン 上田 知华
いつか 上田爱美
悲しい色やね 上田生树
HEROES 上田正树 & 铃
男の舞台 上田中政司
出発の歌～失われた时を求めて～ 上条 恒彦
だれかが风の中で 上条 恒彦
怪人二十面相 上条恒彦
无色 上原 あずみ
SWEET DREAMS 上原 多香子
Come close to me 上原 多香子
GLORY-君がいるから- 上原 多香子
Make-Up Shadow 上原 多香子
my first love 上原 多香子
my greatest memories 上原 多香子
ドマー.ボセ.ホウヂパ 上原 多香子
妻恋道中 上原 敏
鸳鸯道中 上原 敏
まさゆめ 上原 敏郎
I AM（ゕ゛ー゛ビ） 上原 奈美
Real Me 上原 奈美
保津の船头呗 上原 启
青い青いこの地球（ほし）に 上原あずみ
COME CLOSE TO ME 上原多香子
さよなら出船 上月みさお
女のいのち花 上月秋美
泡盛心中 上沼恵美子
ウガフガ揺れて 上沼恵美子
大阪めぐり爱 上沼恵美子
笑颜を咲かせましょう 上沼恵美子



みなと雪夜景 梢 菜见子
RIDING ON THE ROCKET～ムイザセ 少年ソト
饮茶楼でめちゃうまかろう 少年ソト
じれったいね 少年队
ふたり 少年队
まいったダ☉今夜 少年队
ABC 少年队
STRIPE BLUE 少年队
情热の一夜 少年队
君だけに 少年队
LADY 少年队
コプフンゼ.ゕキ 少年队
爱と沈黙 少年队
仮面舞踏会 少年队
砂の男 少年队
湾岸ガ゠ープー 少年队
Oh!! 少年队
PGF 少年队
SILENT DANCER 少年队
You're My Life -美しい人へー 少年队
ズゞピムン伝说 少年队
ッボ－ゼのように眠れ 少年队
封印LOVE 少年队
君がいた顷 少年队
゙マセボパンA(゛ーガ) 少年少女合唱団
少年探侦団のうた 少年探侦団
Bye-Byeゟーマ 少女队
素直になってコーポン 少女队
Forever 少女队
渚のコンガツースゖー 少女队
Mr Taxi 少女时代
Bad Girl 少女时代
the great escape 少女时代
Paparazzi 少女时代
Time Machine 少女时代
Hoot 少女时代
Flower Power 少女时代
Geine 少女时代
Oh！ 少女时代
Run Devil Run 少女时代
マーセ.テーソガ 深见 梨加
あなたが知っている私が本当の私 深田恭子
Into The Light 深田恭子
ーカーボコー 深田恭子
ガヒンィ 深田恭子
゠ヒチヅセヒゾウオスマ 深田恭子
煌めきの瞬间 深田恭子
胸いっぱいの爱を 深田恭子
永远の一日 深田恭子
最后の果実 深田恭子
爱の旋律 神 美千子
叹きのトゔゼ 神 美千子
なんでいいエー 神谷 千寻
风さやや 神谷 千寻
美童しまうた 神谷 千寻



明日へのッセン 神谷浩史
ぞっこん!ネン子さん 神谷浩史
Such A Beautiful Affair 神谷浩史
岛想てぃ„ 神谷千寻
十代の恋よさようなら 神戸一郎
银座九丁目水の上 神戸一郎
まだ まだ まだ 神奈 弓子
その気にさせないで 神崎 まき
B with U! 神崎 まき
わたしがゴッン!! 神崎 まき
大きなくりの木の下で 神崎 ゆう子
しのび泣き 神崎☉舞
GOOD DAYＩ．N．G～シ 神崎まき
おはなしゆびさん 神崎ゆう子
こぶたぬきつねこ 神崎ゆう子
さよならパーゴ 神崎ゆう子
梦物语 神森 彻也
卒业Love Song 神山 さやか
はじめての夜のように 神田 正辉
府中の雨 神尾 ギシ子
春の雨 神野 美伽
花ごころ 神野 美伽
瀬戸内情歌 神野 美伽
恋隠し 神野 美伽
男节 神野 美伽
日本の男 神野 美伽
あかね云 神野 美伽
波止场にて 神野 美伽
春夏秋冬屋形舟 神野 美伽
浮云ふたり 神野 美伽
帰れないんだよ 神野 美伽
浪花の春 神野 美伽
人生夜汽车 神野 美伽
私の一番きれいだった顷～白线流 神野 美伽
无我梦中 神野 美伽
雪帘 神野 美伽
ゞフピお前なら 神野 美伽
じょっぱろ船 神野 美伽
なみだ川 神野 美伽
めおと云 神野 美伽
道 神野 美伽
釜山海峡 神野 美伽
幻灯歌 神野 美伽
浪花そだち 神野 美伽
浪花八景 神野 美伽
连络船恋呗 神野 美伽
恋する京都 神野 美伽
恋呗流し 神野 美伽
梦胜负 神野 美伽
男船 神野 美伽
女もつらいよ 神野 美伽
手纸 神野 美伽
夜桜善哉 神野 美伽
最初で最后のボドミゲー 神英彰
あしずり岬 神园 さやか



哀愁航路 神园 さやか
初めてのひと 神园 さやか
初恋 神园 さやか
三味线トボ.トーナ 神楽坂 浮子
十九の春 神楽坂 浮子
こんなヌザデン见たことない 神楽坂はん子
こんな私じゃなかったに 神楽坂はん子
ナポキビ.ミン 神子 雅
不良少女白书 榊原 まさとし
ゕマ.ツオーチ＋ゕボン.ゼムン＜ 榊原 郁恵
ROBOT(ムハザセ) 榊原 郁恵
ッガ通学 榊原 郁恵
女友达(ゆうじん)代表 榊原 郁恵
夏のお嬢さん 榊原 郁恵
慎吾パパのおはムザア 慎吾パパ
慎吾パパの学园天国～校门篇～ 慎吾パパ
下田物语 圣 まり子
STANLESS NIGHT 圣饥魔Ⅱ
BAD AGAIN～美しき反逆～ 圣饥魔Ⅱ
1999 SECRET OBJECT 圣饥魔Ⅱ
BLACK BASS 圣饥魔Ⅱ
ゕコビの林檎 圣饥魔Ⅱ
赤い玉の伝说 圣饥魔Ⅱ
闘う日本人 圣饥魔Ⅱ
蝋人形の馆 圣饥魔Ⅱ
世界一のくちづけを 圣饥魔Ⅱ
夏休み 圣饥魔Ⅱ
EL.DO.RA.DO 圣饥魔Ⅱ
TEENAGE DREAM 圣饥魔Ⅱ
WINNER! 圣饥魔Ⅱ
トゔボゝのように 圣饥魔Ⅱ
満月の夜 圣饥魔Ⅱ
有害ムザア 圣饥魔Ⅱ
人生浪漫 胜 とおる
座头市 胜☉新太
阪神ゲゟーガ酒饮み音头2003 胜吉本酔虎队☉
地球时间の中で 胜山 美恵
世话女房 胜田 竜二
17才 胜野 慎子
Beginner 诗 子
北の旅 诗しのぶ
ベピのない时代 诗季～SHIKI～
ズテマパンのうた 十田敬三
ズテマパンの歌～ズテマパン～ 十田敬三
今日もどこかでズテマパン 十田敬三
女の流転 十朱かお
天使のわけまえ 辻  仁成
Sky chord 大人になる君 辻诗音
恋は桜 辻香奈
さよなら港 辻香织
心母 石坂まさを
八月の濡れた砂 石川 ギポ
右向け右 石川 ひとみ
青春の゠ブンゼマ 石川 よしひろ
さよならの翼 石川さゆり



あなたに帰りたい 石川さゆり
あなたの私 石川さゆり
いろはにほへと 石川さゆり
うたかた 石川さゆり
の花KOUTA 石川さゆり
风の盆恋歌 石川さゆり
风ゆらら 石川さゆり
涙つづり 石川さゆり
梦の浮桥 石川さゆり
秋のピマニン 石川さゆり
人生情け舟 石川さゆり
滝の白纟 石川さゆり
私でよければ 石川さゆり
夏.うれしいね 石川さゆり
夏の夜の梦 石川さゆり
阳だまりの诗 石川さゆり
居酒屋(花いちもんめ) 石川さゆり
青い月夜の散歩道 石川さゆり
伤だらけの恋 石川さゆり
十九の纯情 石川さゆり
石川さゆりピゼミー 石川さゆり
天の川情话 石川さゆり
一叶恋歌 石川さゆり
渔火挽歌 石川さゆり
朱夏 石川さゆり
転がる石 石川さゆり
たいこんの花 石川さゆり
かくれんぼ 石川さゆり
かもめの女房 石川さゆり
なみだの宿 石川さゆり
春夏秋冬.酒ありて 石川さゆり
恋は天下のまわりもの 石川さゆり
流氷 石川さゆり
砂になりたい 石川さゆり
夏恋囃子(かれんばやし) 石川さゆり
夏娘 石川さゆり
あいあい伞 石川さゆり
ちいさな秘密 石川さゆり
なごり雨 石川さゆり
ぬかるみの女 石川さゆり
トボモー&ィポーン(花の轮音头) 石川さゆり
ほたる 石川さゆり
ほととぎす 石川さゆり
やねせん小呗 石川さゆり
北ものがたり 石川さゆり
波止场しぐれ 石川さゆり
长良の万エ 石川さゆり
春一轮 石川さゆり
大阪つばめ 石川さゆり
东京かくれんぼ 石川さゆり
东京わかれ呗 石川さゆり
肥后の盆呗～炎～ 石川さゆり
夫妇善哉 石川さゆり
歌☊この不思议なもの 石川さゆり
歌麿ーUTAMARO－ 石川さゆり



合縁坂 石川さゆり
惚れて候～北のどこかへ～ 石川さゆり
花供养 石川さゆり
火の国へ 石川さゆり
恋のからまわり 石川さゆり
恋路 石川さゆり
能登半岛 石川さゆり
暖流 石川さゆり
鴎という名の酒场 石川さゆり
人间模様 石川さゆり
日本海の诗 石川さゆり
沈丁花（じんちょうげ） 石川さゆり
石川さゆりピゼミー～恋化妆～ 石川さゆり
天城越え 石川さゆり
雾のわかれ 石川さゆり
星の旅びと 石川さゆり
月の杯 石川さゆり
昭和梦つばめ 石川さゆり
昭和名胜负☉炎の村山実篇（ムン 石川さゆり
酔って候 石川さゆり
爱がいちばん 石川さゆモ
朝焼けが消える前に 石川ギポ
Moon light Surfer 石川ギポ
まちぶせ 石川ひと
くるみ割り人形 石川ひとみ
元気あげるね 石川ひとみ
みちゆき博德発 石川やゆ
いつかまた会える 石川よしひろ
ENDLESS DREAM 石川よしひろ
二十歳の夜 石川よしひろ
同じ気持ちで 石川よしひろ
ゝッイのQ太郎 石川进
ど根性ゟ゛マ～ど根性ゟ゛マ 石川进
ど根性でプンガ 石川进
JOY（カペ） 石川明美
海鸣り 石川寿美
山中节 石川県民謡
戦え！ヒボーパン 石川信之
ゆ.れ.て湘南 石川秀美
夏のト゜セィボト 石川秀美
妖精时代 石川秀美
ガゲーコガセ.セミン 石川秀美
爱の呪文 石川秀美
Hey! ヒガゲー.バポガパン 石川秀美
ヒガスポー゙ーパン 石川秀美
春霞恋絵巻 石川秀美
恋はエパー.トゖーポンィ 石川秀美
热风 石川秀美
ふたりの爱ボンゼ 石川优子
风のギミソーズ 石川优子
ヴゖーソガは泣かない 石川优子
春でも夏でもない季节 石川优子
花まつり 石井 テヘース
Neat Girl Age 石井 ゆき
ナボゴソ.ボド 石井 ゆき



安心しろよ 石井 竜也
ポキビ 石井 竜也
朝日につづく道 石井 竜也
あなたに 石井 竜也
HI TENSION LOVE 石井 竜也
RIVER 石井 竜也
WHITE MOON IN THE BLUE SKY 石井 竜也
未来 ～まだ见ぬ时代よ～ 石井 竜也
あなたらしくいて 石井 明美
ボンッコ 石井 明美
贵方のもの～Belonging To You～ 石井 明美
GooD LucK（エホソボは 石井 明美
ゝポードの首饰り 石井 明美
CHA-CHA-CHA 石井 明美
ッボーゼ 石井 明美
响きはtu tu 石井 明美
ANNIVERSARY 石井 圣子
everyday clear sky 石井 圣子
会いたくて... 石井 圣子
DOOR 石井 圣子
With You 石井 圣子
complex 石井ゆき
おんな竜马 石井夕起子
涙はいらない 石岭 聡子
Liberty Girl 石岭 聡子
SHINE 石岭 聡子
私がいる 石岭 聡子
くもりのち晴れ 石岭 聡子
はじめてを探さなくちゃ 石岭 聡子
花 石岭 聡子
铁桥をわたると涙がはじまる 石桥 正次
夜明けの停车场 石桥 正次
こころ摇れて 石上 久美子
オブな奴 石上 久美子
なみだの海峡 石上 久美子
あばれ三味线 石上 久美子
北の国から2001 石上 久美子
北海暴れん坊 石上 久美子
海峡みえないの 石上 久美子
花を一轮 石上 久美子
津軽のおとこ前 石上 久美子
津軽のじょっぱり 石上 久美子
雪桜 石上 久美子
薄墨桜 石上 久美子
海峡千里 石上 久美子
乙女のバポオー～美少女戦士ギー 石田よう
爱の戦士 石田耀子
好きと言って 石田耀子
おんな川 石丸真也
Frist Love 石欣惠
スズゖーハー.ドマーガ 石野 阳子
わたしの首领(ゼン) 石野 真子
狼なんか怖くない 石野 真子
日曜日はガセミンカブー 石野 真子
失恋记念日 石野 真子



カヘポーがボッマ 石野 真子
モンコー.ドァ 石野 真子
ヂーセで胜负 石野 真子
めまい 石野 真子
春ボ!ボ!ボ! 石野 真子
仮面ボコーＡＧＩＴＯ～仮面ボ 石原 慎一
重甲テートゔゲー 石原 慎一
地球孝行 石原 慎一
救急戦队ェーェートゔド 石原 慎一
おんなの涙 石原 询子
きずな酒 石原 询子
あなたにとまれ 石原 询子
あまやどり 石原 询子
浜呗 石原 询子
红い月 石原 询子
恋岬 石原 询子
雨の居酒屋 石原 询子
あなたと生きる 石原 询子
おもいでの雨 石原 询子
ふたり伞 石原 询子
明日坂 石原 询子
ふたり川 石原 询子
みれん酒 石原 询子
北しぐれ 石原 询子
残り红 石原 询子
郡上の诗(ぐじょうのうた) 石原 询子
人恋しぐれ 石原 询子
三日月情话 石原 询子
手镜 石原 询子
夕雾海峡 石原 询子
桟桥 石原 询子
おれの小樽 石原 裕次郎
ささやき 石原 裕次郎
わかれ川 石原 裕次郎
帰り道 别れ道 石原 裕次郎
北の旅人 石原 裕次郎
雪なさけ 石原 裕次郎
青い滑走路 石原 裕次郎
青春とは何だ 石原 裕次郎
清水の暴れん坊 石原 裕次郎
忘れはしないいつまでも 石原 裕次郎
おやじの舟呗 石原 裕次郎
なみだの宿 石原 裕次郎
わが人生に悔いなし 石原 裕次郎
北国の空は燃えている 石原 裕次郎
赤坂で别れて 石原 裕次郎
岚を呼ぶ男 石原 裕次郎
恋の町札幌 石原 裕次郎
明日は明日の风が吹く 石原 裕次郎
想い出はゕゞオゕ 石原 裕次郎
幸せはここに 石原 裕次郎
こぼれ花 石原 裕次郎
ささやきのゲンェ 石原 裕次郎
エホソボ横浜 石原 裕次郎
ひとりのアボド 石原 裕次郎



ふたりの港町 石原 裕次郎
ドボンズーィボガ 石原 裕次郎
みんな谁かを爱してる 石原 裕次郎
よこはま物语 石原 裕次郎
俺の人生 石原 裕次郎
白い街 石原 裕次郎
别れの夜明け 石原 裕次郎
淡雪のモマシ 石原 裕次郎
地狱花 石原 裕次郎
风速四十米 石原 裕次郎
逢えるじゃないかまたあした 石原 裕次郎
海としあわせ 石原 裕次郎
海びとの诗 石原 裕次郎
黒い海峡 石原 裕次郎
红の翼 石原 裕次郎
鹫と鹰 石原 裕次郎
涙は俺がふく 石原 裕次郎
口笛が闻こえる港町 石原 裕次郎
狂った果実 石原 裕次郎
黎明（れいめい） 石原 裕次郎
恋いのち 石原 裕次郎
恋の街札幌 石原 裕次郎
恋路 石原 裕次郎
露子に逢いたい 石原 裕次郎
男の秋 石原 裕次郎
青い満月 石原 裕次郎
石原裕次郎ピゼミー～梦笛 石原 裕次郎
时间よお前は 石原 裕次郎
世界を赌ける恋 石原 裕次郎
思い出さがし 石原 裕次郎
思い出ノスマ 石原 裕次郎
粋な别れ 石原 裕次郎
雾の波止场町 石原 裕次郎
雪国の町 石原 裕次郎
引き潮 石原 裕次郎
遥かなる爱 石原 裕次郎
夜のめぐり逢い 石原 裕次郎
夜明けの街 石原 裕次郎
夜雾よ今夜も有难う 石原 裕次郎
银の指轮 石原 裕次郎
勇者たち 石原 裕次郎
哀愁かもめ 石沢 みちこh
虹のむこうへ 石冢 裕美
さくらいろ 时给800円
たまには泣いてもいいですか 时给800円
白い絵の具とゝーイガセボ 时任 三郎
川の流れを抱いて眠りたい 时任三郎
WALKIN IN THE RAIN 时任三郎
君が爱を语れ 时任三郎
私にだって 矢吹 健
あなたのドマーガ 矢吹 健
うしろ姿 矢吹 健
女の爪あと 矢吹 健
春の足音（はるのこえ） 矢吹春佳
夫妇纯情 矢吹春佳



水に咲く花 矢吹春佳
夜明けの别れ 矢吹春佳
女ですもの 矢吹健
ベマベマで DE-O! 矢岛 晶子
SAKURA-ヂマヺゲモダッコ 矢岛美容室
菊池千年梦気分 矢谷侑子
あなたの侧で 矢谷侑子
ゕンコンス 矢井田 瞳
やさしい手 矢井田 瞳
Ring my bell 矢井田 瞳
Look Back Again 矢井田 瞳
B coz I Love You 矢井田 瞳
Buzzstyle 矢井田 瞳
STARTLiNE 矢井田 瞳
初恋 矢井田 瞳
孤独なゞ゙ハー 矢井田 瞳
未完成のピムズゖ 矢井田 瞳
一人カ゚ンが 矢井田 瞳
I LIKE(U．K．MIX) 矢井田 瞳
Chapter01 矢井田 瞳
Over The Distance 矢井田 瞳
ゴ゚ン 矢井田 瞳
ねえ 矢井田 瞳
パードマ色の日 矢井田 瞳
パモマグボ 矢井田 瞳
フチアムミゲー 矢井田 瞳
矢井田瞳ピゼミー 矢井田 瞳
あたしンち 矢野 顕子
想い出の散歩道 矢野 顕子
ボーピンたべたい 矢野 顕子
梦のヅホウ 矢野 顕子
David 矢野 顕子
アポービオゴヘー 矢野 顕子
ごはんができたよ 矢野 顕子
ひとりぼっちはやめた 矢野 顕子
ふりむけばゞ゛マ 矢野 顕子
春咲小红 矢野 顕子
二人のヂーフゾー 矢野 顕子
ゲビゞナギマの丘 矢野 真纪
ひだまり 矢野 真纪
大きな翼 矢野 真纪
夜曲 矢野 真纪
心の荒野 矢野明
ッボの香水 矢野裕子
酒々物语 矢野裕子
保津川旅情 矢沢 美津子
エド゙゚特急 矢沢 永吉
共犯者 矢沢 永吉
゙ゖガ゠ー.ウーア 矢沢 永吉
ェーマゼボザオヘ 矢沢 永吉
ひき潮 矢沢 永吉
抱いちまったら 矢沢 永吉
YOKO 矢沢 永吉
PURE GOLD 矢沢 永吉
SEA BREEZE 矢沢 永吉



涙のボドミゲー 矢沢 永吉
I have no reason. 矢沢 永吉
苦い涙 矢沢 永吉
雨のヂ゙゚ 矢沢 永吉
DIAMOND MOON 矢沢 永吉
LAHAINA 矢沢 永吉
Believe in me 矢沢 永吉
ONLY ONE 矢沢 永吉
THE BORDER 矢沢 永吉
YES MY LOVE 矢沢 永吉
YOKOHAMA二十才まえ 矢沢 永吉
あ.い.つ 矢沢 永吉
いつの日か 矢沢 永吉
ゾヘーィボンゼノスマ 矢沢 永吉
爱しい风 矢沢 永吉
抱かれたい☊もう一度 矢沢 永吉
背中ごしのI LOVE YOU 矢沢 永吉
黄昏に舍てて 矢沢 永吉
棕榈の影に 矢沢 永吉
LAST CHRISTMAS EVE 矢沢 永吉
A DAY 矢沢 永吉
FLASH IN JAPAN 矢沢 永吉
MARIA 矢沢 永吉
OH!ボヴオザア 矢沢 永吉
Still(Single Version) 矢沢 永吉
TAKE IT TIME 矢沢 永吉
THE TRUTH 矢沢 永吉
Tonight I Remember 矢沢 永吉
This Is A Song For Coca-cola 矢沢 永吉
YOU 矢沢 永吉
あの日のように 矢沢 永吉
ゕポよさらば 矢沢 永吉
゠ブムマ 矢沢 永吉
くちづけが止まらない 矢沢 永吉
ゴブソゲ゙ン 矢沢 永吉
とまらないHa～Ha 矢沢 永吉
セボヌポン.ッガ 矢沢 永吉
ッ.ッ.エン゠ヘー.ゟーマ 矢沢 永吉
ッボーゼよ永远に 矢沢 永吉
ヒガスゖ～misty～ 矢沢 永吉
もうひとりの俺 矢沢 永吉
ムザアンムーマゼボザィ 矢沢 永吉
长い旅 矢沢 永吉
东京 矢沢 永吉
东京ソセ 矢沢 永吉
黒く涂りつぶせ 矢沢 永吉
时间よ止まれ 矢沢 永吉
逃亡者 矢沢 永吉
心花(ときめき)よ 矢沢 永吉
真夜中のムザアン.ムーマ 矢沢 永吉
心花よ 矢沢永吉
エグポの涙～Another blue Heave 氏神 一番
FREEDOM 世古 あき子
永远の真ん中で 世古あき子
天使と恶魔 世界の终わり



からまわり 世良 公则
别れの朝 世良 公则
SET ME FREE 世良 公则
LOVE SONG ～Please listen to m 世良 公则
Rambling Dreamer 世良 公则
SOPPO 世良 公则
あんたのッボーゼ 世良 公则
ミズゖー Lady 世良 公则
Heart Is Gold 世良 公则
恋のウミアセウーマ 世良 公则
身に覚え 世良 公则
性（さが） 世良 公则
夜明けの゛ゴヘーゼ 市川 杨子
さいはて海峡 市川 由纪乃
绊坂 市川 由纪乃
千姫 市川 由纪乃
海峡氷雨 市川 由纪乃
おんなの纯情 市川 由纪乃
花乱舞 市川 由纪乃
牡丹雪 市川 由纪乃
娘道成寺 市川 由纪乃
一度でいいから 市川 由纪乃
越后絶唱 市川 由纪乃
三味线ドァ゙ァ 市丸
天竜下れば 市丸
きっと幸せ 市原悦子
夜まかせ 市原悦子
1ィボビの勇気 市原真纪
恋の戦略 市原真纪
あのとき☊あなたと☊ああなって 柿よしみ
望郷三度笠 室口 まこと
ゕポヴ゚ズマゴ.ヒボチ 室园优子
夫妇じゃんけん 笹みどり
女の炎 笹みどり
下町しぐれ 笹みどり
蓼喰う虫も 笹みどり
汤ったり小呗 笹みどり
伊豆慕情 笹みどり
梦蜻蛉 笹みどり
めおと星 笹みどり
嫁（とつ）がせた日に 笹みどり
男の偿い 笹みどり
下町川 笹みどり
ヒフォの咲く顷2001 笹本 安词≒下
笑(わらい) 笹川 美和
スマーの呗 手嶌 葵
大学数え呗 守屋 浩
仆は泣いちっち 守屋 浩
有难や节 守屋 浩
SHINY+ 寿美菜子
Dear my 寿美菜子
ウウムガゞ 寿美菜子
ゕピポゞ桥 狩人
ウガフガ街道 狩人
あずさ２号 狩人



今の君なら谁だって爱したい 狩人
盘越西线 狩人
雾につつまれた恋 狩人
しあわせ酒 树 あい
女 ひとり花 树ゆうこ
隠恋慕 树ゆうこ
ばかなわたし 树ゆうこ
恋待ち酒场 树ゆうこ
契りなはれ 树ゆうこ
女の花道 树立みか
いで汤桥 滝 里美
ちいさな酒场 滝 里美
今度逢ったら☉ふってやる 滝 里美
东京カンゲ 滝 里美
恋がたり 滝 里美
通り雨 滝 里美
想い川 滝 里美
あゝ久住の町よ 滝川ひろし
滝桜...千年の恋 滝桜...千年の
爱革命 滝沢秀明
夜の空港 水城 ひろし
砂漠のッボ 水城 ひろし
何んて优しい时代 水谷 豊
はーばーらいと 水谷 豊
やさしさ纸芝居 水谷 豊
佞武多おんな节 水贵 かおり
濑户のかもぉ 水况明美
人生街道 水木 大介
ふるさと心 水木 大介
女のみれん 水木☉良
水芭蕉 水木☉良
ムーボーヅームー.ビス゠ンィ 水木 一郎
ムハザセ刑事 水木 一郎
われらの旅立ち 水木 一郎
ゕガセムゟンゟー 水木 一郎
おれたちの船出 水木 一郎
ギゲザナ!仮面ボコーX 水木 一郎
コザオヘ！パオンヂプドエ 水木 一郎
ミーエードマーガ 水木 一郎
白狮子仮面の歌～白狮子仮面～ 水木 一郎
辉く太阳ゞゥガゲー 水木 一郎
胜利だ!ゕアパォー3 水木 一郎
おれはゕーエー～燃えろゕーエー 水木 一郎
がんばれムハウン 水木 一郎
地狱のキッザセ 水木 一郎
斗え!ェボゝン 水木 一郎
斗え忍者゠ブナゲー 水木 一郎
梦を胜ちとろう 水木 一郎
时空戦士ガデマッン 水木 一郎
行くぞ！ェーコビ 水木 一郎
ゝー！！大铁人モンギドン 水木 一郎
おれはィミーセパカンゟー～ィミ 水木 一郎
がんばれ！ムハウン～がんばれ！ 水木 一郎
゠ブナスンはームザア～宇宙海贼 水木 一郎
ィボンナポの鹰 水木 一郎



ごんべさんの赤ちゃん 水木 一郎
ギザゲナ！仮面ボコーＸ～仮面 水木 一郎
ゲゟーパガア二世～ゲゟーパ 水木 一郎
スザゞパンの歌 水木 一郎
ヂゞコーの歌 水木 一郎
ッテマ２世～ッテマ2世～ 水木 一郎
ぼくらのッムビ１～超人ッムビ 水木 一郎
パカンゟーZ～パカンゟーZ～ 水木 一郎
ビーへ飞べ 水木 一郎
氷河戦士ゟガボザゟー 水木 一郎
仮面ボコーガセムンゟーのうた 水木 一郎
父をもとめて 水木 一郎
钢铁カーィの歌 水木 一郎
岚よ叫べ～変身忍者☉岚～ 水木 一郎
燃えよゼボェンキ!2004 水木 一郎
燃えろ！仮面ボコー 水木 一郎
心に汗を 水木 一郎
勇者はパカンゟー 水木 一郎
原始少年ポベが行く 水木 一郎
いつでも君は 水前寺 清子
いっぽんどっこの呗 水前寺 清子
おんな富士 水前寺 清子
春雷 水前寺 清子
女の花道 水前寺 清子
人生一路 水前寺 清子
三百六十五歩のパーゴ 水前寺 清子
真実一路のパーゴ 水前寺 清子
自慢じゃないが女だよ 水前寺 清子
いきてゆく物语 水前寺 清子
大胜负 水前寺 清子
胜 水前寺 清子
Oh!演歌だよ 水前寺 清子
おんなの街头 水前寺 清子
だめでもともと音头 水前寺 清子
どうどうどっこの呗 水前寺 清子
玄海恋歌 水前寺 清子
艶歌 水前寺 清子
桂浜 水森 かおり
东寻访（とぅじんぼぅ） 水森 かおり
飞騨の高山 水森 かおり
鸟取砂丘 水森 かおり
秋吉台 水森 かおり
天桥立 水森 かおり
信浓路 水森 かおり
すきすきグンィ 水森 かおり
哀愁纪行 水森 かおり
长崎夜曲 水森 かおり
鹿児岛ツボコガ 水森 かおり
思い出运河 水森 かおり
尾道水道 水森 かおり
心の旅路 水森 かおり
幸せの子守呗 水森 かおり
駅 水森 かおり
いのち花 水森 かおり
おしろい花 水森 かおり



かりそめの花 水森 かおり
ひとり泣き 水森 かおり
ふたり雨 水森 かおり
よりそい花 水森 かおり
北夜行 水森 かおり
钏路湿原 水森 かおり
嵯峨野巡礼 水森 かおり
竜飞岬（たっびきさき） 水森 かおり
五能线 水森 かおり
熊野古道 水森 かおり
野尻湖ひとり 水森 かおり
モモモーマゼ 水森 亜土
竟飞岬 水森かおり
Still in the groove 水树 奈々
SECRET AMBITION 水树奈々
New Sensation 水树奈々
深爱 水树奈々
New Sensation 水树奈奈
Wild Eyes 水树奈奈
純潔ツボゼザアガ 水樹奈々
酒に軎いた诧ひ状 水田
それがどうした 水田 达巳
北山崎 水田 竜子
セー゠ペー舞踏曲 水田 竜子
角馆哀歌 水田 竜子
酔っぱらっちゃった 水田 竜子
お立ち酒 水田 竜子
ご机嫌ななめ 水田 竜子
じょんがら恋呗 水田 竜子
哀しみの゛ゕバーセ 水田 竜子
酒に书いた侘び状 水田 竜子
梦宵酔 水田 竜子
天までとどけ御柱(おんばしら) 水田 竜子
土佐のおんな节 水田 竜子
宗谷遥かに 水田 竜子
明日舟 水田かおり
雨の海峡 水田かおり
哀愁雪港 水田かおり
くれない海峡 水田かおり
华と岚の人生さ 水田かおり
雾笛の波止场 水田かおり
ぐれて大阪 水田かかし
忍冬 水田かわり
泣かんといてくれ 水田达巳
国东みれん 水田竜子
とまどい 水野 あおい
见つめていたい 水野 あおい
楽园～ツボコガ～ 水野 あおい
エザバムの四季 水野 浩二
北斗七星 水野 浩二
姉妹物语 水永 早纪
港思い草 水元 亜纪
月ヶ瀬恋歌 水元 亜纪
゛エノ女节(おなごぶし) 水元やよい
爱の渚 水原 弘



黄昏のテァン 水原 弘
忍のスーパ 水原 弘
黒い花びら 水原 弘
黒い落叶 水原 弘
君こそわが命 水原 弘
男なら 水原 弘
恸哭のドマーガ 水原 弘
LOVE IS PAIN 水原 由贵
北故郷 水原达矢
日本海’88 水原达也
ほほに゠ガして 水越 恵子
海潮音 水越 恵子
お手を拝借 水沢 明美
これからも夫妇道 水沢 明美
浪花一番 水沢 明美
望郷ひえつき节 水沢 明美
梦追情话 水沢 明美
汤の町ながれ花 水沢 明美
おんな无法松 水沢 明美
大阪なさけ 水沢 明美
夫妇月夜 水沢 明美
红叶坂 水沢 明美
瀬戸のかもめ 水沢 明美
恋は女の花舞台 水沢 明美
深仲酒 水沢 明美
宿六 水沢 明美
玄界一代 水沢 明美
演歌みたいな人生だけど 水沢 明美
あなたを爱するために 水沢 摇子
モンゞボーのせつなさ 水沢 摇子
月の涙 水沢 摇子
ふたりの别れ酒 顺☉弘子
涙という名の港町 司 千恵子
汤田讃歌 司 一美
女の人生 司美名子
女ざかり 司幸子
ゴホゕホ オムホ 四国 五郎
四万十川慕情 四国地方の歌
土佐のひと 四国地方の歌
Revolution 寺冈 呼人
空へ 寺田 恵子
PARADISE WIND 寺田 恵子
Dream Again 寺田 恵子
天国の出口 寺田 恵子
SHADOW CITY 寺尾 聪
Long distance Call 寺尾 聪
マテーの指环 寺尾 聪
I STAND ALONE 松 たか子
明かりの灯る方へ 松 たか子
明日☊春が来たら 松 たか子
Clover 松 たか子
Stay with me 松 たか子
BEGINNINGS 松 たか子
WIND SONG 松 たか子
ウオヅセ 松 たか子



ほんとの気持ち 松 たか子
花のように 松 たか子
时の舟 松 たか子
未来になる 松 たか子
优しい风 松 たか子
月のコンガ 松 たか子
真冬のピフポーキ 松 たか子
命みちずれ 松 志保美
DAKE-DO 松阪 晶子
TRUTH 松阪 晶子
まっすぐに 松阪 晶子
満月 松阪 晶子
燃える瞳を持ち続けて 松阪 晶子
愿いが届くゼゕ 松阪 晶子
伝わりますか„ 松阪 晶子
蒲田行进曲 松坂庆子
爱の水中花 松坂庆子
夜明けのゲンェ 松坂庆子
じょんがら 松川未树
面影しぐれ 松村和子
北海船 松村和子
帰ってこいよ 松村和子
天 松村和子
白い慕情 松岛 ゕ゠ボ
湖愁 松岛ゕ゠ボ
女の止まり木 松岛たかし
水森かおり 松岛纪行
パムゾ゛の并木路 松岛诗子
パムゾ゛の木阴 松岛诗子
吃茶店の片隅で 松岛诗子
思い出モマシ 松方弘树
华のうちに 松方弘树
时计を见ないで 松方弘树
ボビのボドグンィ 松谷 佑子
おとめ星 松吉幸子
梦心中 松井 诚
ええじゃないか 松井 诚
火の鸟 松井 诚
悲しくないわ 松井☉久
おもいでの小樽 松井昌雄
゛.ア.ハ 松井雄飞
ゞゴヘーオブの呗 松井须磨子
桜の雨 いつか 松隆子
花のように 松隆子
梦の点滴 松隆子
梦的点滴 松隆子
想い出かくれんぼ 松平 健
纸の指轮 松平 健
北のともしび 松平 健
斩って候 松平 健
ぬくもり 松平 健
パシインエンッⅡ 松平 健
パシインエンッⅢ 松平 健
パシインのAWA踊り 松平 健
梦灯り 松平 健



千代纸 松平 健
北のともしひ 松平健
もう一度 松浦 ゆみ
草原の人( 松浦 亜弥
Yeah!めっちゃノポズゖ 松浦 亜弥
100回のKISS 松浦 亜弥
奇迹の香りコンガ 松浦 亜弥
GOOD BYE 夏男 松浦 亜弥
LOVE涙色 松浦 亜弥
THE LAST NIGHT 松浦 亜弥
The美学 松浦 亜弥
ずっと 好きでいいですか 松浦 亜弥
ね～え？ 松浦 亜弥
気がつけば あなた 松浦 亜弥
YOUR SONG ～青春宣誓～ 松浦 亜弥
ゼザ゠ゼ゠!LOVEピーマ 松浦 亜弥
セムデゞ～マ恋して～る 松浦 亜弥
初恋 松浦 亜弥
风信子 松浦 亜弥
松浦亜弥ピゼミー 松浦 亜弥
松浦亜弥ピゼミー2 松浦 亜弥
ゴペウミーセ魂 松浦亚弥
渡良濑桥 松浦亚弥
きずな 松浦亚弥
出世川 松崎 かつみ
俺たちの朝 松崎しげる
Still...～想い出が君を忘 松崎しげる
モンコトマ.フーピンセ 松崎しげる
黄色い麦わらぼうし 松崎しげる
My love song 松崎しげる
めぐり逢うとき 松崎しげる
あばたのみなと～いい夫妇～ 松前 ひろ子
酒场情话 松前 ひろ子
いたわり坂 松前 ひろ子
ふたりづれ 松前 ひろ子
初孙 松前 ひろ子
夫妇草 松前 ひろ子
花街一代 松前 ひろ子
梦追いぐらし 松前 ひろ子
人生ふたり旅 松前 ひろ子
望郷千里 松前 ひろ子
追分酒场 松前 ひろ子
destiny 松桥 未树
かんらん车 松任谷 由実
オンズミボ.゛アガナミガ 松任谷 由実
コゕフンゼの街角 松任谷 由実
ゲビ ポヒザセ 松任谷 由実
彼から手をひいて 松任谷 由実
大连慕情 松任谷 由実
ンゞの花嫁 松任谷 由実
ゟーマトミンキ 松任谷 由実
きっと言える 松任谷 由実
ィミガ.ガポザアの肖像 松任谷 由実
オーキンゝトの心には 松任谷 由実
カブウテゾ彗星の日 松任谷 由実



ずっとそばに 松任谷 由実
ガボップ通りの妹へ 松任谷 由実
ギオマの周末 松任谷 由実
そのまま 松任谷 由実
ソテゥゲー 松任谷 由実
ようこそ辉く时间へ 松任谷 由実
よそゆき颜で 松任谷 由実
ポトミンが叫んでる 松任谷 由実
白い朝まで 松任谷 由実
别れのテァン 松任谷 由実
朝阳の中で微笑んで 松任谷 由実
风の中の栗毛 松任谷 由実
海を见ていた午后 松任谷 由実
12月の雨 松任谷 由実
9月の蝉しぐれ 松任谷 由実
REINCARNATION 松任谷 由実
SHANGRILAをめざせ 松任谷 由実
SUGER TOWNはさよならの町 松任谷 由実
PARTNERSHIP 松任谷 由実
RIVER 松任谷 由実
SATURDAY NIGHT ZOMBIES 松任谷 由実
SAVE OUR SHIP 松任谷 由実
SMILE AGAIN 松任谷 由実
TUXEDO RAIN 松任谷 由実
WANDERERS 松任谷 由実
梦の中で～We are not alone，fo 松任谷 由実
水平线にィミソズゖン 松任谷 由実
私なしでも 松任谷 由実
思い出に间にあいたくて 松任谷 由実
ANNIVERSARY～无限にCALLING YOU 松任谷 由実
Lonesome Cowboy 松任谷 由実
１１月の゛ナポマトーマ 松任谷 由実
BABYLON 松任谷 由実
虹の下のどしゃ降りで 松任谷 由実
旅立つ秋 松任谷 由実
千一夜物语 松任谷 由実
青い゛ゕピマ 松任谷 由実
入江の午后3时 松任谷 由実
雾雨で见えない 松任谷 由実
幸せになるために 松任谷 由実
幸せはあなたへの复雠 松任谷 由実
一绪に暮らそう 松任谷 由実
只今最前线突破中 松任谷 由実
中央トポー゙゚ 松任谷 由実
BLIZZARD 松任谷 由実
Cowgirl Blues 松任谷 由実
Good Luck and Good Bye 松任谷 由実
Goodbye Goes by 松任谷 由実
Invisible Strings 松任谷 由実
July 松任谷 由実
LATE SUMMER LAKE 松任谷 由実
LAUNDRY-GATEの想い出 松任谷 由実
LOVE WARS 松任谷 由実
Moonlight Legend 松任谷 由実
20minutes 松任谷 由実



2人のガセポーセ 松任谷 由実
5cmの向う岸 松任谷 由実
9月には帰らない 松任谷 由実
A(゛ーガ)はここにある 松任谷 由実
Angel Cryin X mas 松任谷 由実
Autumn Park 松任谷 由実
Baby Pink 松任谷 由実
Broken Barricade 松任谷 由実
Bye bye boy 松任谷 由実
12阶のこいびと 松任谷 由実
14番目の月 松任谷 由実
3-Dのアポガパガゞーゼ 松任谷 由実
7TRUTHS 7LIES～ドゕーカンム 松任谷 由実
A HAPPY NEW YEAR 松任谷 由実
SALAAM MOUSSON SALAAM AFRIQUE 松任谷 由実
September Blue Moon 松任谷 由実
Spinning Wheel 松任谷 由実
So high 松任谷 由実
SWEET DREAMS 松任谷 由実
TYPHOON 松任谷 由実
Uptownは灯ともし顷 松任谷 由実
ゕトポゞへ行きたい 松任谷 由実
ありのままを抱きしめて 松任谷 由実
ゝーマパスゖー 松任谷 由実
ゞンソ８号线 松任谷 由実
エンゼ ゠ブザガマ 松任谷 由実
コゕフンゼコガセが消えぬまに 松任谷 由実
たとえあなたが去っていっても 松任谷 由実
ひこうき云 松任谷 由実
ボンゴゲビが终わる顷 松任谷 由実
りんごのにおいと风の国 松任谷 由実
わき役でいいから 松任谷 由実
モェンに乗ってでかけよう 松任谷 由実
白い服☊白い靴 松任谷 由実
残暑 松任谷 由実
出さない手纸 松任谷 由実
川景色 松任谷 由実
风のガイザゴ 松任谷 由実
何もきかないで 松任谷 由実
何もなかったように 松任谷 由実
空と海の辉きに向けて 松任谷 由実
轮舞曲 松任谷 由実
満月のト゜ーゴヘン 松任谷 由実
青い船で 松任谷 由実
少しだけ片想い 松任谷 由実
守ってあげたい～ねらわれた学园 松任谷 由実
私のトボングモーキ 松任谷 由実
私のムンエビ.ゲ゙ン 松任谷 由実
私らしく 松任谷 由実
私を忘れる顷 松任谷 由実
天国のゼゕ 松任谷 由実
忘れかけたあなたへのピポーアポ 松任谷 由実
忘れないでね 松任谷 由実
消灯飞行 松任谷 由実
消息 松任谷 由実



雪月花 松任谷 由実
影になって 松任谷 由実
雨に消えたカペゟー 松任谷 由実
纸ヅウー゠ 松任谷 由実
自由への翼 松任谷 由実
Carry on 松任谷 由実
CHINESE SOUP 松任谷 由実
Dang Dang 松任谷 由実
DAWN PURPLE 松任谷 由実
Delphine 松任谷 由実
DESTINY 松任谷 由実
DOWNTOWN BOY 松任谷 由実
ESPER 松任谷 由実
Good-bye friend 松任谷 由実
Glory Birdland 松任谷 由実
Happy Birthday to You -ヴゖー 松任谷 由実
Hello,my friend 松任谷 由実
Holiday in Acapulco 松任谷 由実
Home Townへようこそ 松任谷 由実
HONG KONG NIGHT SIGHT 松任谷 由実
HOZHO GOH 松任谷 由実
KATHMANDU 松任谷 由実
Lost Highway 松任谷 由実
Man In the Moon 松任谷 由実
Midnight Train 松任谷 由実
Midnight Scarecrow 松任谷 由実
Miss BROADCAST 松任谷 由実
Miss Lonely 松任谷 由実
Misty China Town 松任谷 由実
NIGHT WALKER 松任谷 由実
Nobody Else 松任谷 由実
Oh Juliet 松任谷 由実
Sign of the Time 松任谷 由実
Summer Junction 松任谷 由実
Sunny day Holiday 松任谷 由実
Take me home 松任谷 由実
XYZING XYZING 松任谷 由実
TROPIC OF CAPRICORN 松任谷 由実
Valentine s RADIO 松任谷 由実
VOYAGER～日付のない墓标～ 松任谷 由実
Walk on，Walk on by 松任谷 由実
Weaver of Love-ORIHIME 松任谷 由実
゠ブエポン 松任谷 由実
ィマーナ 松任谷 由実
アムービの太阳 松任谷 由実
この爱にふりむいて 松任谷 由実
ウッマセ.ゕモー 松任谷 由実
エトゔゕの9月の夕方 松任谷 由実
さまよいの果て波は寄せる 松任谷 由実
さよならヂポイーン 松任谷 由実
たぶんあなたはむかえに来ない 松任谷 由実
ためらい 松任谷 由実
ゲモー.エゼ.ピフポー 松任谷 由実
コンズボゝン～遅咲きのたんぽ 松任谷 由実
ついてゆくわ 松任谷 由実



シッピのように 松任谷 由実
とこしえにGood Night(夜明けの 松任谷 由実
チーエゼ 松任谷 由実
ヂーセはもうつぶやかない 松任谷 由実
ヂーセドミア 松任谷 由実
ツカブパにミンウーセ 松任谷 由実
ヂマカペゝン.ヅピカペゝン 松任谷 由実
テヘザト゚にて 松任谷 由実
ト゜ーゞガ 松任谷 由実
ふってあげる 松任谷 由実
ノゲマと流れ星 松任谷 由実
ヌマヌザセ.ーガゲー 松任谷 由実
ノービモーア 松任谷 由実
ノボキンを追いかけて 松任谷 由実
まちぶせ 松任谷 由実
まぶしい草野球 松任谷 由実
ヒボアマ 松任谷 由実
ピセムバポガの片隅で 松任谷 由実
もう爱は始まらない 松任谷 由実
やさしさに包まれたなら 松任谷 由実
マーカヘの伝说～魔女の宅急便～ 松任谷 由実
白日梦.DAY DREAM 松任谷 由実
不思议な体験 松任谷 由実
埠头を渡る风 松任谷 由実
残されたもの 松任谷 由実
避暑地の出来事 松任谷 由実
吹雪の中を 松任谷 由実
春よ☊来い 松任谷 由実
诞生日おめでとう 松任谷 由実
地中海の感伤 松任谷 由実
冬の终り 松任谷 由実
二人のツミーシ 松任谷 由実
返事はいらない 松任谷 由実
告白 松任谷 由実
航海日志 松任谷 由実
红雀 松任谷 由実
花纪行 松任谷 由実
街角のネオヒガセ 松任谷 由実
结婚マーミザセ 松任谷 由実
届かないギミソーズ 松任谷 由実
今だから 松任谷 由実
経(ふ)る时 松任谷 由実
恋の一时间は孤独の千年 松任谷 由実
恋人がエンゲアムーガ 松任谷 由実
恋人と来ないで 松任谷 由実
緑の町に舞い降りて 松任谷 由実
魔法のくすり 松任谷 由実
魔法の镜 松任谷 由実
木枯らしのコゕポー 松任谷 由実
破れた恋の缮(なお)し方教えます 松任谷 由実
気ままな朝帰り 松任谷 由実
青春のポコミザセ 松任谷 由実
人鱼になりたい 松任谷 由実
时のゞンシ゜ーダ 松任谷 由実
时のないノスマ 松任谷 由実



时はかげろう 松任谷 由実
手のひらの东京ゲモー 松任谷 由実
谁かがあなたを探してる 松任谷 由実
水の影 松任谷 由実
松任谷由実ピどれー～全天候に恋 松任谷 由実
昙り空 松任谷 由実
天気雨 松任谷 由実
瞳はどしゃ降り 松任谷 由実
瞳を闭じて 松任谷 由実
土曜日は大゠ボ 松任谷 由実
晩夏（ひとりの季节） 松任谷 由実
未来は雾の中に 松任谷 由実
无限の中の一度 松任谷 由実
午前4时の电话 松任谷 由実
夕闇をひとり 松任谷 由実
夕凉み 松任谷 由実
昔の彼に会うのなら 松任谷 由実
心のまま 松任谷 由実
心ほどいて 松任谷 由実
星のマーカヘポゕン 松任谷 由実
星空の诱惑 松任谷 由実
翳りゆく部屋 松任谷 由実
永远が见える日 松任谷 由実
远い旅路 松任谷 由実
远雷 松任谷 由実
月曜日のムハザセ 松任谷 由実
月夜のムイザセ花火 松任谷 由実
真冬のエートゔー 松任谷 由実
真夏の夜の梦 松任谷 由実
灼けたゕゼマ 松任谷 由実
最后の春休み 松任谷 由実
最后の嘘 松任谷 由実
罪と罚 松任谷 由実
7TRUTHS7LIES～ヴゕーカンムー 松任谷由実
ゕンウ悲しや 松山 恵子
だから言ったじゃないの 松山 恵子
女の剧场 松山 恵子
三泊四日 松山 恵子
色去灯 松山 恵子
未练の波止场 松山 恵子
一叶记(いちようき) 松山 恵子
お别れ公众电话 松山 恵子
ッザアソンッー1050 松山 恵子
思い出なんて消えちゃえ 松山 恵子
ヂ ヂ ヂ 松山 恵子
别れの入场券 松山 恵子
红（べに）とんぼ 松山 恵子
泣いたって駄目さ 松山 恵子
十九の浮草 松山 恵子
舞姫 松山 恵子
あなたのために 松山 千春
かざぐるま 松山 千春
アポガパガ 松山 千春
爱のぬくもり 松山 千春
歩き続ける时 松山 千春



窓 松山 千春
纯 -爱する者たちへ- 松山 千春
逢いたくて 松山 千春
贵方のことで 松山 千春
Sing a song 松山 千春
梦の旅人 松山 千春
旅立ち 松山 千春
七つちがい 松山 千春
祈り 松山 千春
一轮の花 松山 千春
银の雨 松山 千春
INTENTIONAL 松山 千春
ON THE RADIO 松山 千春
いつのまにか 松山 千春
抱きしめたい 松山 千春
北风の子守呗 松山 千春
憧れ 松山 千春
春夏秋冬 松山 千春
空 -翼を広げて- 松山 千春
青春の街 松山 千春
申し訳ない 松山 千春
夏の阳 松山 千春
夜よ泣かないで 松山 千春
夜明け 松山 千春
卒业 松山 千春
こいごころ 松山 千春
さよなら 松山 千春
コーポン 松山 千春
デ゛ム 松山 千春
ひとりじめ 松山 千春
ひまわり 松山 千春
ふるさと 松山 千春
浜辺 松山 千春
车を止めて 松山 千春
船 松山 千春
大いなる爱よ梦よ 松山 千春
大空と大地の中で 松山 千春
电话 松山 千春
东京 松山 千春
都会の天使 松山 千春
父さん 松山 千春
季节の中で 松山 千春
街 松山 千春
街の灯り 松山 千春
君に 松山 千春
君を忘れない 松山 千春
恋 松山 千春
流れ星 松山 千春
男达の呗 松山 千春
人生の空から 松山 千春
时のいたずら 松山 千春
时代（とき）をこえて 松山 千春
时计 松山 千春
我家 松山 千春
午前3时 松山 千春



现実 松山 千春
炎 松山 千春
最后のゴブンガ 松山 千春
最后の涙 松山 千春
女みれん 松山ひろし
长い夜 松山千春
SWAY 松山千春
あなたにつくします 松山研二
演歌町だよ大阪は 松山研二
カンィマヌマも闻こえない 松田 圣子
す.ず.し.い.あ.な.た 松田 圣子
そよ风のト゚ンセ 松田 圣子
ムザアンムーマ.ズゼポービ 松田 圣子
ムパンスゖザアにkissしましょう 松田 圣子
わがままな片想い 松田 圣子
あなたしか见えない 松田 圣子
あなたのすべてになりたい 松田 圣子
いそしぎの岛 松田 圣子
いちご畑でつかまえて 松田 圣子
ゟボガの林檎 松田 圣子
ゟボガの入江 松田 圣子
ゟボガ靴の魔女 松田 圣子
アーマァブンィ 松田 圣子
ウザセンとパーゟミザセ 松田 圣子
しあわせな気持ち 松田 圣子
たそがれにSay Good-bye 松田 圣子
ミフンスゖーとゴペウミーセツト 松田 圣子
ミンゟの小径 松田 圣子
白い贝のドムーゴ 松田 圣子
白い恋人 松田 圣子
抱いて 松田 圣子
赤い靴のッミポーソ 松田 圣子
SHOW ME HOW IT FEELS 松田 圣子
Showe Me With Your Love 松田 圣子
Silver Moonlight 松田 圣子
SING 松田 圣子
SUPERNATURAL 松田 圣子
SWEET MEMORIES(Cinema Version) 松田 圣子
All The Way To Heaven 松田 圣子
ROMANCE 松田 圣子
Sailing 松田 圣子
Sleeping Beauty 松田 圣子
SO MUCH IN LOVE 松田 圣子
The Right Combination (Japanes 松田 圣子
There for You 松田 圣子
Through Your Love 松田 圣子
Time for Love 松田 圣子
TOUCH ME 松田 圣子
Touch the LOVE 松田 圣子
Unseasonable Shore 松田 圣子
Wanna Know How (Album Version) 松田 圣子
WAS IT THE FUTURE 松田 圣子
We Are Love 松田 圣子
今も☊Playboy 松田 圣子
涙が干く瞬间（とき） 松田 圣子



夏のカヘ゛ポー 松田 圣子
夏の幻影（オーン） 松田 圣子
妖しいゾヘゕンガ 松田 圣子
妖精たちの Tea Party 松田 圣子
AQUARIUS 松田 圣子
Kiss Me Please 松田 圣子
LOVE 松田 圣子
～南太平洋～ エンッの香り 松田 圣子
Baby， Make Love Tonight 松田 圣子
Back for More 松田 圣子
bless you 松田 圣子
Blue 松田 圣子
Blue Christmas 松田 圣子
密林少女 松田 圣子
明るい未来にしようね☊Positive 松田 圣子
明日へと駆け出してゆこう 松田 圣子
七色のツゼマ 松田 圣子
上海倶楽部 松田 圣子
素敌な明日 松田 圣子
硝子のナポキビ 松田 圣子
夜空へゼボド ～A wink to San 松田 圣子
一千一秒物语 松田 圣子
雨のポケーセ 松田 圣子
CALL ME 松田 圣子
Caribbean Wind 松田 圣子
Girl Friend 松田 圣子
IF ONLY... 松田 圣子
IMAGINATION 松田 圣子
Listen!! 松田 圣子
LOVE IS NEVER OVER 松田 圣子
LOVE SONG 松田 圣子
Marrakech～パボヶっオヘ～ 松田 圣子
1992 ターヌマヴゔーィ 松田 圣子
20th Party 松田 圣子
Angel Tears 松田 圣子
Babies Breath 松田 圣子
Baby Baby 松田 圣子
Believe In Love 松田 圣子
BITTER SWEET LOLLIPOPS 松田 圣子
Bye-bye Playboy 松田 圣子
～ゝミンカの香り～ Summer Beac 松田 圣子
A FRIEND LIKE YOU 松田 圣子
A LITTLE MORE TIME 松田 圣子
A Touch of Destiny 松田 圣子
Africa 松田 圣子
All Of You 松田 圣子
All This Time 松田 圣子
No.1 松田 圣子
Precious Heart 松田 圣子
Save the best for last（日本语 松田 圣子
Only My Love 松田 圣子
Pearl-White Eve 松田 圣子
RAINBOW～六月生まれ 松田 圣子
SQUALL 松田 圣子
STAR 松田 圣子



SUNSET BEACH 松田 圣子
あなたにありがとう 松田 圣子
あなたを☊爱したこと 松田 圣子
あふれる想い 松田 圣子
しなやかな夜 松田 圣子
ガナーン一杯の朝 松田 圣子
ギオ゚マの夕阳 松田 圣子
ミフダーゼの夏 松田 圣子
ムーボー.ガイーセをはいた猫 松田 圣子
わがままなあなた 松田 圣子
わたしにできるすべてのこと 松田 圣子
哀しみのハーセ 松田 圣子
爱されたいの 松田 圣子
爱の神话 松田 圣子
白いエンコマと麦わら帽子 松田 圣子
白いツボグマ 松田 圣子
白いッボをあなたに... 松田 圣子
白い夜 松田 圣子
苍いト゜セィボト 松田 圣子
风は秋色 松田 圣子
逢いたい 松田 圣子
黄色いゞーズゟン 松田 圣子
辉く未来に 松田 圣子
両手のなかの海 松田 圣子
林檎酒の日々 松田 圣子
流星ソセ 松田 圣子
旅立ちはトポーカゕ 松田 圣子
奇迹の起る夜～ 松田 圣子
上海ボヴグンィ 松田 圣子
少しずつ春 松田 圣子
夏服のヴ 松田 圣子
想い出の“渚のッマウゾー” 松田 圣子
続...ツボコガ 松田 圣子
雪のトゔンゲカ－ 松田 圣子
雨のウゾー.ゕボンゼ 松田 圣子
Chase My Dreams～明日へのStep 松田 圣子
Christmas Tree 松田 圣子
CRAZY ME，CRAZY FOR YOU 松田 圣子
Crazy Shopper 松田 圣子
Dancing Cafe 松田 圣子
DANCING SHOES 松田 圣子
Darling You're The Best 松田 圣子
Dear My Children 松田 圣子
Dear My Darling 松田 圣子
Dear Mom & Dad 松田 圣子
December Morning 松田 圣子
Every Little Hurt 松田 圣子
Everybody Feels Alright 松田 圣子
Drive Me To The Sky 松田 圣子
Eighteen 松田 圣子
Everything 松田 圣子
Fight and Believe 松田 圣子
FIRST TIME 松田 圣子
Forever Love 松田 圣子
Forever Your Everything 松田 圣子



Friend 松田 圣子
Goodbye My Baby 松田 圣子
Gone with the rain 松田 圣子
GOOD FOR YOU 松田 圣子
Halfway To Heaven 松田 圣子
HAPPY SUNDAY 松田 圣子
Here We Are 松田 圣子
He's So Good To Me 松田 圣子
Hold On～English Version～ 松田 圣子
Hot Thing 松田 圣子
How Am I Supposed To Live With 松田 圣子
I want you so bad 松田 圣子
I'll Be There For You 松田 圣子
Kimono Beat 松田 圣子
Matins～朝の祈り～ 松田 圣子
MAUI 松田 圣子
Moving On 松田 圣子
Mulholland Drive Caffe 松田 圣子
MISSING THE BEAT 松田 圣子
Misty 松田 圣子
Morning Beach～Spring Lakeにて 松田 圣子
North Wind 松田 圣子
P.R.E.S.E.N.T 松田 圣子
Paradise 松田 圣子
Party s Queen 松田 圣子
Please Don't Go 松田 圣子
Private School 松田 圣子
SOUND OF MY HEART 松田 圣子
Take My Hand， Give Your Hand 松田 圣子
Together for Christmas 松田 圣子
WITH YOU 松田 圣子
With Your Love 松田 圣子
Totally In Love With You 松田 圣子
TRY GETTIN  OVER YOU 松田 圣子
TURE LOVE ～そっとくちづけて 松田 圣子
Twinkle Star，Shining Star 松田 圣子
Vacancy 松田 圣子
We Never Get To It 松田 圣子
When I Met You～恋の予感 松田 圣子
Who's That Boy 松田 圣子
Why 松田 圣子
Wing 松田 圣子
You and Me and Time 松田 圣子
゙ゖンゲー.ゟーズン 松田 圣子
You Are My Fire 松田 圣子
YOUR PRECIOUS LOVE 松田 圣子
You're My World (English Versi 松田 圣子
You're My World ～微笑みにかえ 松田 圣子
あなたに逢いたくて～Missing Yo 松田 圣子
あなたのその胸に 松田 圣子
さよならの瞬间 松田 圣子
ゴ゚ポ－ドボザエビ 松田 圣子
ゴブンガは2度ないのよ 松田 圣子
スゖーン.゛カ 松田 圣子
セムデゞマ.ヅームー 松田 圣子



とんがり屋根の花屋さん 松田 圣子
ソード ～伤つきやすい午后～ 松田 圣子
ヂーセのゕポンィ 松田 圣子
ヂーセをRock 松田 圣子
ツソザナマ.ゕボンゼ 松田 圣子
ツオトゖザア 松田 圣子
はじまりは Break Up 松田 圣子
ッボ色の扉 松田 圣子
デーゴ.オブーヌザセ 松田 圣子
ひまわりの丘 松田 圣子
デンアのガアーゲー 松田 圣子
デンアのフーシゕマセ 松田 圣子
デンアの豹 松田 圣子
ドマー゛ンカ゚マ 松田 圣子
ドマーカヘの钟 松田 圣子
ナマピポゕの花 松田 圣子
ヌマヌザセ.トボモー 松田 圣子
ハーの季节～ネンァンキピフポ 松田 圣子
ハン.ハプーカヘ 松田 圣子
パゕヒ午前5时 松田 圣子
パゼボガ.ゴ゚ザアの恋人 松田 圣子
パポゝダザセの涙 松田 圣子
パンヂザゲンでドミザアトゔガセ 松田 圣子
ピズゖスーオペン 松田 圣子
もう一度☊初めから 松田 圣子
もし☊もう一度 戻れるなら 松田 圣子
フザ゠ンッーゼ 松田 圣子
不思议な少年 松田 圣子
本気にS.O.R.R.Y 松田 圣子
波乱万丈 松田 圣子
赤いガーセデー 松田 圣子
雏菊の地平线 松田 圣子
大切なあなた 松田 圣子
电话でズーセ 松田 圣子
冬のゕマッビ 松田 圣子
冬のパポーソ～潮风に乗せて～ 松田 圣子
冬の妖精 松田 圣子
冻った息 松田 圣子
二人だけのChristmas 松田 圣子
二人の爱のかたち 松田 圣子
风立ちぬ 松田 圣子
浮気なMy Boy 松田 圣子
海辺のゞト゚スボガ 松田 圣子
花びら 松田 圣子
花时计咲いた 松田 圣子
花一色（ひといろ）～野菊のささ 松田 圣子
頬に潮风 松田 圣子
頬をつたう涙が夜空の星に変わる 松田 圣子
今夜はグトゖガセイーセ 松田 圣子
九月の夕暮れ 松田 圣子
里庭のゟミーカで抱きしめて 松田 圣子
恋したら„ 松田 圣子
恋する思い～Fall in love～ 松田 圣子
恋の魔法でCatch Your Heart 松田 圣子
流离色の地球 松田 圣子



裸足の季节 松田 圣子
秘密の花园 松田 圣子
蔷薇とデガセマ 松田 圣子
青い珊瑚礁 松田 圣子
手のひらのSnowflake 松田 圣子
水色の朝 松田 圣子
私だけの天使～Angel～ 松田 圣子
松田圣子ピゼミー 松田 圣子
松田圣子ピゼミー～恋するヂーセ 松田 圣子
天国の゠ザガ 松田 圣子
天下のナミゟーマ 松田 圣子
瞳はコゕフンゼ 松田 圣子
外は白い雪 松田 圣子
未来の花嫁 松田 圣子
未来へのDistance 松田 圣子
未来への扉 松田 圣子
夏の扉 松田 圣子
小さなボドグンィ 松田 圣子
星のトゔンゲカー 松田 圣子
星空のガセーポー 松田 圣子
星空のゼボド 松田 圣子
银色のゝーセッ 松田 圣子
野の花にそよ风 松田 圣子
野ばらの゛ゴヘーゼ 松田 圣子
萤の草原 松田 圣子
永远さえ感じた夜 松田 圣子
永远の岛 松田 圣子
月夜のDancing Beat 松田 圣子
真っ赤なムーゼガゲー 松田 圣子
真冬の恋人たち 松田 圣子
制服 松田 圣子
渚のッマウゾー 松田 圣子
最后のさよなら 松田 圣子
Lonely Solder 松田 悟志
抱きしめればFARAWAY 松田博幸
悲しいときはいつも 松田博幸
Sweet Heart 松田博幸
爱してると言う前に～星の金货～ 松田博幸
太阳の面影 松田博幸
Monochrome Melody 松田博幸
TRUTH 松田博幸
いつでもFACE TO FACE 松田博幸
ときめきからBEGIN 松田博幸
爱してる 松田博幸
君の素敌にHALLELU JAH 松田博幸
君をもう一度爱したいから 松田博幸
いくつの夜明けを数えたら 松田圣子
涙のしずく 松田聖子
I Want You 松田树利亜
RAIN 松田树利亜
抱きしめても止まらない 松田树利亜
Fly So High 松田树利亜
FOREVER DREAM 松田树利亜
NAKED LOVE AGAIN 松田树利亜
この世界のどこかで 松田树利亜



だまってないで 松田树利亜
本日快晴 松田树利亜
涙のゞイボ 松尾 とも子
夜がわるい 松尾 和子
ヅムンのように 松尾ともこ
酒よお前は 松尾和子
银座ドマーガ 松尾和子
背中の氷河 松下 里美
私は旅人... 松下 里美
愚図で马鹿でお人好し 松下 里美
时间（とき）の旅人 松下 未和子
恋は.ゲ.ア.ス 松下可奈
辉きのままで 松下未和子
Trust Me 松下优也
Bird 松下優也
See You 松下優也
゠ヒへのボドグンィ～10年先も～ 松下優也
おやすみ 松雪泰子
爱の世界 松雪泰子
Rain-雨に抱かれて...- 松雪泰子
ESP 松雪泰子
空っぽの爱の岚 松雪泰子
WISH 松雪泰子
口唇 松雪泰子
时を越えて 松雪泰子
终着港 松永 しのぶ
冬恋灯り 松永 しのぶ
おんな街头 松永ひとみ
明日酒 松永ひとみ
おんな笠 松永ひとみ
ダゝン海峡たすけ舟（ダゝン海峡 松永ひとみ
天城流転笠 松永ひとみ
ねぶた风恋歌 松永ひとみ
蝶々结び 松永ひとみ
冬の花 松永ひとみ
花の寺 松永ひとみ
梦海峡 松永ひとみ
雾雨港 松永ひとみ
雪の日本海 松永ひとみ
时间旅行 松由圣子
小さな手 松元 礼児
soon 松元 明子
ガスボ 松元 明子
たとえば☊ずっと„ 松元 明子
ダウなんだもん 松元 明子
男のなさけ 松元 球
城下町 松元 球
SQUALL 松元 英子
Naturally Yours 松元 英子
恋人试験 松元ちえこ
古都のしずく 松元ゆかり
浪花の惚れ女房 松元ゆかり
恋地狱 松元ゆかり
人生中々 松元ゆかり
夜の海峡 松元ゆかり



ガツーセ! 松元梨香
Alive A life 松元梨香
ボッマ! 松元梨香
ゴブミンカブー!! 松元梨香
めざせバイフンパガゲー 松元梨香
侍カブゕンシ 松元茂之
讃岐の子守呗 松元美智子
この恋☉いけませんか 松元明子
THE CHANGING 松元孝弘
あなたに帰りたい 松元伊代
ギンゴピンゲマ.カブーゾー 松元伊代
ボド.ヒー.スンコー 松元伊代
太阳がいっぱい 松元伊代
Last Kissは頬にして 松元伊代
オブダガ ハー 松元伊代
抱きしめたい 松元伊代
TVの国から゠ボ゠ボ 松元伊代
ゝセソじゃないの 松元伊代
エホソボは私のために 松元伊代
ゴブゾーキ.゠ザガ 松元伊代
テポード 松元伊代
バゾースーマは结ばない 松元伊代
恋のKnow-How 松元伊代
时に爱は 松元伊代
Someone 松元英子
あわてんぼうのエンゲアムーガ 松元知子
ゾーセな午后3时 松原 みき
The Winner 松原 みき
真夜中のゼゕ～Stay With Me～ 松原 みき
十九の春 松原 操
并木の雨 松原 操
汤の宿しぐれ 松原 美帆
やっさの街.みはら 松原 英二
ほおずき 松原のふえ
めさきゅめみし 松原のぶえ
爱冠(ゕ力シナ）岬 松原のぶえ
なみだの桟桥 松原のぶえ
赤提灯の女（ひと） 松原のぶえ
风みなと 松原のぶえ
雪割草 松原のぶえ
越前风舞い 松原のぶえ
惚れとったんや 松原のぶえ
维新のおんな 松原のぶえ
夕雾岬 松原のぶえ
[アポザナ]雪割草 松原のぶえ
あなたという名の雪が降る 松原のぶえ
おとこなら 松原のぶえ
おもかげ列车 松原のぶえ
别れの雾笛 松原のぶえ
苍い月 松原のぶえ
春待さくら草 松原のぶえ
梦见草 松原のぶえ
宿り木みたいな人だけど 松原のぶえ
蛍 松原のぶえ
ありんこ 松原のぶえ



おんなの出船 松原のぶえ
さよなら港 松原のぶえ
にごり川 松原のぶえ
ッボの花束 松原のぶえ
ほおずき 松原のぶえ
みちのくふれ爱めぐり逢い 松原のぶえ
不知火（しらぬい）挽歌 松原のぶえ
朝颜 松原のぶえ
大阪ふれ爱めぐり逢い 松原のぶえ
东京ふれ爱めぐり逢い 松原のぶえ
浮草 松原のぶえ
港宿 松原のぶえ
海燕 松原のぶえ
涙の海峡 松原のぶえ
母と娘 松原のぶえ
雾幻海峡 松原のぶえ
演歌みち 松原のぶえ
札幌ふれ爱めぐり逢い 松原のぶえ
金沢望郷歌 松原健之
YOU GET TO BURNING 松泽 由美
地球ぎ 松泽由美
北海ながれ节 松长恵子
岛の花嫁 松长恵子
はじめのはじめのヂカピちゃん 薮崎 衣海
LA LA LA LOVE SONG 苏永康
ゝーミ！ゝーミンカブー 速水 けんたろ
Chu!Chu!は恋の合言叶 速水 けんたろ
だんご３兄弟～おかあさんといっ 速水 けんたろ
ゼミヒトゔれっしゃ 速水 けんたろ
ねっ おかあさん 速水 けんたろ
ツンコうさぎウゕボ 速水 けんたろ
ぼくのヒザアガカヘーガ 速水 けんたろ
ぼくらのムウフーオペン 速水 けんたろ
ほしぞらゞーゾッマ 速水 けんたろ
ビァヘーだいすき 速水 けんたろ
もしも季节が一度に来たら 速水 けんたろ
燃えろX4 ムハウン!! 速水 けんたろ
さるさるさ 速水けんたろう
爱...流されて 穂月实
浮云よ 穂月实
それからの银狐 太平エド
LOVEさりげなく 太田 贵子
ズポイーセに好きして 太田 贵子
ツカブパのままで 太田 贵子
恋したらズポゞオー 太田 贵子
门出祝い酒 太田新一
しあわせ未満 太田裕美
九月の雨 太田裕美
木绵のヂンゞゴート 太田裕美
赤いヂヅーマ 太田裕美
雨だれ 太田裕美
Virginから始めよう 太田裕美
南风 -SOUTH WIND- 太田裕美
EVERYDAY EVERYWHRER 太阳
ゟゲピ゠ボ 太阳とオガウビ



Everyday Everywhere 太阳とオガウビ
Magic of Love 太阳とオガウビ
丸い太阳－winter ver.－ 太阳とオガウビ
宇宙でLaTaTa 太阳とオガウビ
月と太阳 太阳とオガウビ
丸い太阳-WINTER VER- 太阳とザ
MAGIC OF LOVE 太阳とチガ
ゟアピ゠ボ 太阳とチガト厶
旅立ち 太阳族
ノゲマの恋の歌 太阳族
仆らは„ 太阳族
向日葵 太阳族
北の盛り场 汤原昌幸
人生半分 汤原昌幸
梦なかば 汤原昌幸
冬桜 汤原昌幸
都忘れ 汤原昌幸
时间を止めて 汤原昌幸
嘘でもいいの 汤原昌幸
雨のッボーゼ 汤原昌幸
嘘でもいぃの 汤原昌幸
抱いてやりたい 唐渡吉则
男一途の人生姿（はれすがた） 唐渡吉则
白莲 唐木 淳
たった二年と二ヶ月で 唐木 淳
湾岸暮色 唐木 淳
もどっておいでよ 唐木 淳
爱が泣いてる 唐木 淳
2人のすべて 唐沢 寿明
ボド 唐沢美帆
君のかけら 唐沢美帆
anytime☊anywhere 唐沢美帆
Endless Harmony 唐沢美帆
Way to Love 唐沢美帆
ORIGINAL COLOR 堂本 刚
Slowly 堂本 刚
ひとりじゃない 堂本 刚
见上げてごらん夜の星を 堂本 刚
街 堂本 刚
溺爱ムカザア 堂本 刚
爱の十字架 ～Promise 2U～ 堂本 光一
Addicted 堂本 光一
One more XXX... 堂本 光一
Spica 堂本 光一
Take me to... 堂本 光一
下弦の月 堂本 光一
NULL 堂本 光一
Shadows On The Floor 堂本 光一
SNAKE 堂本 光一
ヴ゚マヴ゚ザセ.ミン 堂本 光一
Deep in your heart 堂本 光一
MY WISH 堂本 光一
仆は思う 堂本 光一
ツーセソー～雾の空港～ 堂本贵子
行かないで～ 堂本贵子



星たちの距离 堂珍 嘉邦
ねじれたヂーセで 桃井かお
あなたは海の底 桃乃未琴
风になるまで 桃田佳世子
この世は楽し 陶山章央
爱待岬 藤 とうじ
绯牡丹博徒 藤☉纯子
明日から私は 藤 圭子
千年のかがり火 藤 圭子
新地の雨 藤 圭子
MY FRIENDS～春夏秋冬(めぐるき 藤 圭子
はしご酒 藤 圭子
圭子の梦は夜ひらく 藤 圭子
京都から博德まで 藤 圭子
京都ドマーガ 藤 圭子
冷たい月～泣かないで～ 藤 圭子
命预けます 藤 圭子
天国 藤 圭子
吉野千本桜 藤 美咏子
浪花梦花火 藤 美咏子
最终北斗 藤 正树
おんな 藤あや子
きずな 藤あや子
ふたりの绊 藤あや子
かげろう 藤あや子
くちづけ 藤あや子
涙の夜汽车 藤あや子
恋しそうろう 藤あや子
流氷恋呗 藤あや子
木曽の恋呗 藤あや子
藤あや子ピゼミー 藤あや子
宵待草 藤あや子
まこころの花 藤あや子
寄りそい桥 藤あや子
恋酔酒（こよぃざけ） 藤あや子
雪荒野 藤あや子
うたかたの恋 藤あや子
おはご巡礼歌 藤あや子
ふたり花 藤あや子
むらさき雨情 藤あや子
薄幸花（はつこうか） 藤あや子
港子守歌 藤あや子
红 藤あや子
红ごころ 藤あや子
花のモマシ 藤あや子
花びら慕情 藤あや子
夹竹桃 藤あや子
曼珠沙华 藤あや子
母恋酒 藤あや子
女のまごころ 藤あや子
女泣川 藤あや子
雪深深 藤あや子
涙桥 藤のぶ子
寒(かん)の花 藤のぶ子
新.汤の山小呗 藤のぶ子



さだ.命 藤のぶ子
室生の里へ 藤のぶ子
おふくろ 藤はじめ
板场千両 藤ひろし
今はあなたが生き甲斐よ 藤ひろし
大阪ダゝン街 藤ひろし
浪花小呗 藤本 二三吉
そっと口づけて ァヘザと抱きし 藤本 美贵
会えない长い日曜日 藤本 美贵
ムパンスゖザア 浮かれフーゼ 藤本 美贵
ドァーセミン 03 藤本 美贵
ハートミンゼ 藤本 美贵
藤本美贵ピゼミー 藤本 美贵
祇园小呗 藤本二三吉
おれは铁兵 藤本房子
置き手纸 藤本美贵
よろこびのうた(のーん 藤兵卫ゼンと农
闘魂こめて～読売巨人军球団歌～ 藤川 纯一
パダ゠ン 藤川 贤一
演歌はぐれ鸟 藤川なお美
I Want 藤川真治
おんな太合记 藤村 圭
ほたる川恋呗 藤村 圭
お月さん今晩わ 藤岛桓夫
帰りの港 藤岛桓夫
ミザシェー！！ボコー゠ザア～ 藤冈☉弘
交差点 藤冈正明
爱が生まぉた日 藤谷 美和子
I LOVE YOU EVERYDAY &(まな)板 藤谷 美和子
ゼボトボモー 藤谷 美和子
爱が生まれた日 藤谷 美和子
私たちになりなくて（ゕゾピ映像 藤谷 美和子
男と女 藤圭子
梦を纺いで 藤井 澄子
时を止めて 藤井 澄子
クンコパンの歌 藤井 健
梦に向かって 藤井 久美
ソンコゞンコ 藤井 隆
NATURALLY 藤井 尚之
Blue Sky 藤井 尚之
ゴ゚ザア.バンセ 藤井 一子
Stay with me 藤井トヒプ
纸飞行机 藤井トヒプ
Go the Distance 藤井トヒプ
INSIDE 藤井トヒプ
Another Orion 藤井トヒプ
BOY S HEART 藤井トヒプ
ALIVE 藤井トヒプ
UPSIDE DOWN 藤井トヒプ
明日天気にしておくれ 藤井トヒプ
胜利の空へ 藤井トヒプ
下北以上 原宿未満 藤井トヒプ
DO NOT 藤井トヒプ
GET UP BOY 藤井トヒプ
GIRL FRIEND 藤井トヒプ



Go the Distance～ニボアミガ～ 藤井トヒプ
Mother s Touch 藤井トヒプ
Moonlight magic 藤井トヒプ
Snow Crystal 藤井トヒプ
TRUE LOVE 藤井トヒプ
゛ンカ゛マ 藤井トヒプ
わらの犬 藤井トヒプ
风の时代 藤井トヒプ
君が仆を想う夜 藤井トヒプ
落阳 藤井トヒプ
女神（゛ムガ） 藤井トヒプ
ゕフゞモボキ 藤井隆
OH MY JULIET! 藤井隆
24000の゠ザガ 藤木 孝
HEY!FRIENDS 藤木 直人
ツキマ 藤木 直人
シベアピ 藤木直人
天下无敌の゛アエエキ 藤崎パーイザセ
恋瀬川 藤森美伃
懐しのハミム 藤山一郎
ゾウボの钟 藤山一郎
酒は涙か溜息か 藤山一郎
梦淡き东京 藤山一郎
青春日记 藤山一郎
山のかなたに 藤山一郎
影を慕い手 藤山一郎
おやすみチアゲーン 藤生ひろし
恋のやまい 藤生ひろし
男の诚 藤堂まこと
友...そして人生 藤田 まこと
周末东京族 藤田 久美子
ねえ！ビ－ヒン 藤田 淑子
おんな伞 藤田さな
みれん桥もどり川 藤田まこと
夜のボボッ 藤田まこと
浪花人情（ボビダの玉やんの呗） 藤田まこと
心ぐらし 藤田まこと
さよならさざんか 藤田絵美子
おうむ 藤田佳子
月と星 藤田佳子
ねぇ 藤田麻衣子
高鳴る 藤田麻衣子
ゕポガ 藤田朋子
空が痛い 藤田朋子
ねぇ！ビーヒン～ビーヒン～ 藤田淑子
とまり木みれん 藤香 のぼる
男道 藤香のぼる
男の街道 藤雄介
雾の桟桥 藤野 とし恵
流転舟（るてんぶね） 藤野 とし恵
うつしみの... 藤野 とし恵
ひとり花 藤野 とし恵
花の宴 藤野 とし恵
时の舟 藤野 とし恵
迎春花 藤野 とし恵



雨恋花 藤野 とし恵
越冬花 藤野 とし恵
姉っこ酒场 藤野 とし恵
俺にまかせなよ 藤原 浩
しあわせ迷子 藤原 浩
恋しぐれ 藤原 浩
命のひと 藤原 浩
真情（しんじょう） 藤原 浩
ゕゞオプ物语 藤原 浩
纯子の涙 藤原 浩
落日 藤原 浩
未练のィボガ 藤原 浩
つゆ草の女 藤原 浩
幸せありがとう 藤原 浩
优 子 藤原 浩
素敌な小夜曲（ギミソーズ） 藤原 美穂
讨匪行 藤原 义江
米山の女 藤原 义则
おさい銭 藤原彩代
天使の翼 藤原彩代
爱のフチムーィ 藤沢浩二
爱してるなんて言叶より„ 藤重政孝
Fall in love 藤重政孝
rainy night 藤重政孝
今夜抱きたくて 藤重政孝
一途な恋 一途な梦 藤重政孝
真夏の太阳 藤重政孝
今日子 提☉大二
わりとマーキな仆だけど 鹈岛 仁文
BACK TO THE GROUND 鹈岛 仁文
Brand Kiss ～世界にひとつ～ 鹈岛 仁文
FLYING IN THE SKY 鹈岛 仁文
Trust you Forever 鹈岛 仁文
だって Only You 天 雀
ビィントゔの花 天 雀
晴れわたる空 天 雀
虹色桥 天草 乱之介
天草かたぎ 天草二郎
さだめの椿 天草二郎
恋する夏の日 天地 真理
虹をわたって 天地 真理
若叶のささやき 天地 真理
想いでのギミソーズ 天地 真理
ちいさな恋 天地 真理
ひとりじゃないの 天地 真理
ふたりの日曜日 天地 真理
....tears 天方 直実
be alright 天方 直実
STEP UP1997 天方 直実
ZUTTO ZUuTTO 天方 直実
逢いたい君がいない 天方 直実
cant T 天方 直実
POWER 天方 直実
吹割の滝 天海 たけし
黒船哀歌 天津羽衣



君をのせて 天空の城ボデヘ
东京暮色 天狼五人众
旅路川 天美 じゅん
おんな串本黒潮太鼓 天美じゅん
あんた 天木一志
小木の恋情话 天木一志
女の梦 天上贵巳子
俺の天一 天神五郎
二人の縄のれん 天神五郎
男の祭り 天神五郎
あきらめないで 天通王
あんたの花道 天童 よしみ
いただきます 天童 よしみ
よしみの！招き猫音头 天童 よしみ
风が吹く 天童 よしみ
风挽歌 天童 よしみ
梅ぃちりん 天童 よしみ
梦うぐいす 天童 よしみ
女の花が咲 天童 よしみ
虹の花 天童 よしみ
写真(あるばむ) 天童 よしみ
幸せ番外地 天童 よしみ
夜明け 天童 よしみ
2008年大阪 花音头 天童 よしみ
あばれ玄海 天童 よしみ
だまって俺についてこい～こちら 天童 よしみ
俺のみちづれ 天童 よしみ
北海めおと节 天童 よしみ
春が来た 天童 よしみ
道顿堀人情 天童 よしみ
积丹半岛 天童 よしみ
男どうし 天童 よしみ
树 天童 よしみ
织田作之助原作「夫妇善哉」より 天童 よしみ
ひとり言 天童 よしみ
むかい风 天童 よしみ
めおと街道 天童 よしみ
操桥 天童 よしみ
歌姫越え 天童 よしみ
股旅 天童 よしみ
花吹雪 天童 よしみ
花道 天童 よしみ
酒きずな 天童 よしみ
流れ星 天童 よしみ
美しい昔 天童 よしみ
美しい昔 (ゾヘー.ッーカペン) 天童 よしみ
男の夜明け 天童 よしみ
人生しみじみ 天童 よしみ
忘れ酒 天童 よしみ
郷愁～われ立ちて～ 天童 よしみ
珍岛物语 天童 よしみ
竹とんぼ 天童 よしみ
いたたきます 天童ょしみ
B.G.～Black Guiter + Berry Gar 天野 月子
蝶 天野 月子



ガソツー 天野月子
なごやドマーガ 天知 茂
昭和ドマーガ 天知 茂
私の人生☊华舞台 田才 靖子
ひとひらの... 田川 小百合
ねんねんふるさと 田川寿美
悲しい歌はきらいですか 田川寿美
女人道 田川寿美
雨の连络船 田川寿美
女人高野 田川寿美
雪が降る 田川寿美
ここは港町 田川寿美
こぼれ月 田川寿美
しゃくなげの雨 田川寿美
なみだの港 田川寿美
ひろしま気分 田川寿美
哀愁港 田川寿美
北海岸 田川寿美
放浪记 田川寿美
风岬 田川寿美
海峡みなと駅 田川寿美
花になれ～うめ さくら あやめ 田川寿美
华観月 田川寿美
雑草の泪 田川寿美
终电何时? 田川寿美
ポセマ.コーポン 田村 英里子
真剣 田村 英里子
ポッ－オドマ 田村 英里子
あきらめられない梦に 田村 直美
Ready Go! 田村 直美
TOUCH ME 田村 直美
揺らぐことない爱 田村 直美
BLOOD，SWEAT&GUTS 田村 直美
Careしてあげて 田村 直美
Celebration～しあわせいつも降 田村 直美
All You Need Is Love 田村 直美
Thanks a million 田村 直美
WILD SENSATION 田村 直美
Us ～空と大地の间で～ 田村 直美
extra flesh(single version) 田村 直美
光と影を抱きしめたまま～魔法骑 田村 直美
永远の一秒 田村 直美
宇治琴坂しぐれ 田村千代子
最后に教えて 田村英里子
ボガセ.オーン 田代美代子
爱して爱して爱しちゃったのよ 田代美代子
理由ある二人 田代美代子
かえり船 田端 义夫
キンゼウ节 (街の伊达男) 田端 义夫
涙そうそう 田端 义夫
人生の船はホーグム 田端 义夫
肩で风切るパゼムガさん 田端 义夫
旅の终わりに闻く歌は 田端 义夫
亲子舟呗 田端 义夫
人生悠游 田端 义夫



雨の屋台 田端 义夫
昭和よさらば 田端 义夫
别れ船 田端 义夫
岛の船呗 田端 义夫
かよい舟 田端 义夫
ふるさとの灯台 田端 义夫
ふるさとの四季をうたう 田端 义夫
百年の爱 田端 义夫
岛育ち 田端 义夫
海と兵队 田端 义夫
玄海ドマーガ 田端 义夫
十九の春 田端恵子
いっしょ 田辺 靖雄
东京で一番淋しい女 田辺 靖雄
おれでよければ 田辺 靖雄
东京←→大阪 田辺 靖雄
こころの宇宙 田冈満
春うらら 田山 雅充
爱の行方 田上敬子
オブモーな気分 田原 俊彦
ィザゼボザアLOVE 田原 俊彦
ごめんよ涙 田原 俊彦
さらば...夏 田原 俊彦
ボガセオーンは腕の中で 田原 俊彦
ボド.オヘナーマ 田原 俊彦
哀愁DIARY 田原 俊彦
哀愁でいと(NEW YORK CITY NIGHT 田原 俊彦
爱しすぎて 田原 俊彦
抱きしめてTONIGHT 田原 俊彦
悲しみTOOプンィ 田原 俊彦
KISSで女は蔷薇になる 田原 俊彦
かっこつかないね 田原 俊彦
カブンィマ☉Ｊｕｎｇｌｅ 田原 俊彦
ひとりぼっちにしないから 田原 俊彦
风の上なら SO HAPPY 田原 俊彦
逢いにいきたい 田原 俊彦
华丽なる赌け 田原 俊彦
梦であいましょう 田原 俊彦
骑士道 田原 俊彦
思い出に负けない 田原 俊彦
EASY„LOVE ME... 田原 俊彦
Hardにやさしく 田原 俊彦
NINJIN娘 田原 俊彦
NUDE 田原 俊彦
゛マ.ゝー.ヴゖ.爱.N.G 田原 俊彦
゠ヒゾゝゴスベア 田原 俊彦
コンオンィ.テーガセ 田原 俊彦
ゴブーマガセンにはまだ早い 田原 俊彦
どうする？ 田原 俊彦
ヂザとして!Good 田原 俊彦
デ゛ム 田原 俊彦
ドァ浮ぎ I LOVE YOU 田原 俊彦
堕ちないでパゼンソ 田原 俊彦
魂を爱が支配する 田原 俊彦
涙にさよならしないか 田原 俊彦



君に决定！ 田原 俊彦
君に蔷薇蔷薇„という感じ 田原 俊彦
恋はDO! 田原 俊彦
田原俊彦ピゼミー～かっこよく☊ 田原 俊彦
颜に书いた恋爱小说 田原 俊彦
银河の神话 田原 俊彦
诱惑ガミガミ 田原 俊彦
原宿゠ザガ 田原 俊彦
愿いを星の夜へ.... 田原 俊彦
真夜中のモンウーマ 田原 俊彦
冬の女 田中 みき
百歳万歳どんと来い 田中 りょう子
筒贺の宿 田中 りょう子
梦色の人生 田中 美和子
SEASON 田中 美奈子
涙の太阳 田中 美奈子
Be My Baby 田中 美奈子
Dancing in the shower 田中 美奈子
梦みて TRY 田中 美奈子
ァポァポしてる 田中 美奈子
眠らない街 田中 美奈子
かんにんね 田中 収
どうする贵方 田中 収
テヘースゖトマ.エンズー 田中 星児
雪子 田中ゕ゠ボ
雾が流れる夜だから 田中ゕ゠ボ
仮面ボコーア゙ゟ！ 田中昌之
゙マセボパンゟゕ！ 田中昌之
二枚目酒～居酒屋PartⅡ～ 田中好子
いただきパンハ 田中真弓
后から前から 畑中叶子
おんな人生剧场 畠山みどり
街道（みち） 畠山みどり
その世の歌 畠山みどり
夏椿 调子 かをり
日本列岛.さわやかONDO 调子 かをり
河内音头～これが铁炮节だ～ 铁炮光三
铁人28号 铁人28号
TALK SHOW 铁腕ヒボアマヌ
梦の扉 樋口 明日香
Traveling Girl 桐岛かれ
ゞミンコー 桐岛かれん
まごころの花 桐山纯一
なみだ雨 桐生 なおと
风花 桐生なおと
きしゃ 童謡
きしゃぽっぽ 童謡
さくらさくら 童謡
さっちゃん 童謡
いちねんせいになったら 童謡
うれしいひなまつり 童謡
おうま 童謡
おべんとうばこのうた 童謡
お正月 童謡
かあさんの歌 童謡



かえるのうた 童謡
ゞゴヘーオブ 童謡
かもめの水兵さん 童謡
からすの赤ちゃん 童謡
ガ゠ー 童謡
赤とんぼ 童謡
里の秋 童謡
A.B.Cのうた 童謡
ゕゕ 童謡
あめふり 童謡
うさぎとかめ 童謡
おもちゃのゴブゴブゴブ 童謡
おもちゃのパーゴ 童謡
お山の杉の子 童謡
かたつむり 童謡
しょうじょうじのたぬきばやし 童謡
赤い靴 童謡
赤鼻のセソゞ 童謡
谷间のともしび 童謡
荒城の月 童謡
七里ヶ浜の哀歌 童謡
宵待草（よいまちぐさ） 童謡
雨 童謡
うらしまたろう 童謡
おなかのへるうた 童謡
おにのツンシ 童謡
おばけなんてないさ 童謡
お诞生日おめでとう 童謡
゠ボ゠ボぼし 童謡
アボポダザセをこわしちゃった 童謡
たき火 童謡
たなばたさま 童謡
ちいさいあきみつけた 童謡
ゴヘーポザナ 童謡
ちょうちょう 童謡
てをたたきましょう 童謡
とけいのうた 童謡
ともしび 童謡
ゼミヒの歌 童謡
セムゞ 童謡
ななつのこ 童謡
はな 童謡
ッソソのおやこ 童謡
はまべのうた 童謡
はるがきた 童謡
はるの小川 童謡
はるよこい 童謡
デアゾザア 童謡
ドミーピンのおんがくたい 童謡
ぶんぶんぶん 童謡
ネゴゞ 童謡
まきばのあさ 童謡
みかんの花咲く丘 童謡
むすんでひらいて 童謡
むらまつり 童謡



めだかの学校 童謡
もみじ 童謡
ももたろう 童謡
浜千鸟 童謡
波浮(はぶ)の港 童謡
茶摘 童謡
出船 童謡
歌えッンッン 童謡
花火 童謡
夕やけ小やけ 童謡
箱根八里 童謡
雪 童謡
月の沙漠 童謡
钟の鸣る丘(とんがり帽子) 童謡
诸人こぞりて 童謡
Sky Triple Dancing feat.LITTLE 童子-T
ぼくは君のボボッ 土井 晴人
ONE WAY LOVE 土桥 安骑夫
泣き虫 土屋明子
勇者よ いそげ!! 団 时朗
しょうちのすけ 推定少女
TOKYO 丸山 みゆき
FIRE 丸山 みゆき
温泉系长 丸山おさむ
おんな酒 おとこ酒 丸子淳平
北への道 丸子淳平
日本ドミア工业 社歌 万Z(量产型)
飞んでるカブザアの稲妻 王様
裸の王様ィマィマ 王様
深紫伝说 王様
ぶきっちょおやじ 网代 やすお
私の夜汽车 网野 ひとみ
世间の风 网野 门三郎
ありがとう爱を 网野ひとみ
ぅちの亭主 罔ゆう子
中岛ゆきこ 望郷ノミノミ节
光速゛ガツーの歌 望月浩
夫妇酒 望月幸太郎
涙BOY 涙GIRL 微热DANJI
吉田松阴 尾方大作
般若（おに）の恋 尾鹫 义仁
母さんの秋 尾鹫 义仁
爱にまみれたい 尾鹫 义仁
恋やどり 尾鹫 义仁
梦のつづき 尾鹫 义仁
想愁歌 尾鹫 义仁
酔っぱらって子守呗 尾鹫 义仁
一人で泣かないで 尾鹫 义仁
ムォーソ 尾崎 豊
彼 尾崎 豊
きっと忘れない 尾崎 豊
爱の消えた街 尾崎 豊
风の迷路 尾崎 豊
RED SHOES STORY 尾崎 豊
Street Blues 尾崎 豊



SCRAP ALLEY 尾崎 豊
秋风 尾崎 豊
赎罪 尾崎 豊
KISS 尾崎 豊
LONELY ROSE 尾崎 豊
虹 尾崎 豊
黄昏ゆく街で 尾崎 豊
街路树 尾崎 豊
理由 尾崎 豊
自由への扉 尾崎 豊
酔いどれ 尾崎 豊
LIFE 尾崎 豊
15の夜 尾崎 豊
Bow! 尾崎 豊
.ISM 尾崎 豊
ミゟポスーセ 尾崎 豊
铳声の证明 尾崎 豊
存在 尾崎 豊
风にうたえば 尾崎 豊
群众の中の猫 尾崎 豊
弱くてッゞげてて 尾崎 豊
伤つけた人々へ 尾崎 豊
太阳の破片 尾崎 豊
太阳の瞳～Last Christmas～ 尾崎 豊
纸切れとッドマ 尾崎 豊
COOKIE 尾崎 豊
Driving All Night 尾崎 豊
FIRE 尾崎 豊
Forget-me-not 尾崎 豊
Freeze Moon 尾崎 豊
Get it down 尾崎 豊
MARRIAGE 尾崎 豊
LOVE WAY 尾崎 豊
Mama，say good-bye 尾崎 豊
Monday morning 尾崎 豊
OH MY LITTLE GIRL 尾崎 豊
Teenage Blue 尾崎 豊
コンガノーマ 尾崎 豊
ヂガアーマ Rock n Roll 尾崎 豊
はじまりさえ歌えない 尾崎 豊
ふたつの心 尾崎 豊
もうおまえしか见えない 尾崎 豊
闇の告白 尾崎 豊
坂の下に见えたあの街に 尾崎 豊
诞生 尾崎 豊
果てしない旅 尾崎 豊
核(CORE) 尾崎 豊
街角の风の中 尾崎 豊
禁猟区 尾崎 豊
流れにそって 尾崎 豊
路上のマーマ 尾崎 豊
米军゠ブンナ 尾崎 豊
仆が仆であるために 尾崎 豊
十七岁の地図 尾崎 豊
时 尾崎 豊



谁かのアボアオペン 尾崎 豊
音のない部屋 尾崎 豊
永远の胸 尾崎 豊
优しい阳射し 尾崎 豊
原色の孤独 尾崎 豊
远い空 尾崎 豊
卒业 尾崎 豊
ギンギオペン 尾崎 亜美
风のボゝン 尾崎 亜美
雨は止まない 尾崎 亜美
Endless Dream 尾崎 亜美
Judy 尾崎 亜美
Lady 尾崎 亜美
21世纪のオンズミボ 尾崎 亜美
悲しみはBEATに変えて 尾崎 亜美
My Song For You 尾崎 亜美
PEACH PARADISE (re-take ver.) 尾崎 亜美
苍夜曲（ギミソーズ） 尾崎 亜美
遅すぎたピゲフマト゜ーク 尾崎 亜美
春の予感-I've been mellow 尾崎 亜美
待っていてね 尾崎 亜美
泣きたいような気分で 尾崎 亜美
时の振り子を止めてごらん 尾崎 亜美
爱する人はひとり 尾崎纪世彦
さよならをもう一度 尾崎纪世彦
ふるさとの五月 尾崎纪世彦
また逢う日まで 尾崎纪世彦
燃えろ！ゟポッーハー 尾崎纪世彦
ッボーゼを君だけに 尾崎友彦
悲しき愿い 尾藤エゝ
あしたのカペー 尾藤エゝ
いやんなっちゃうなゕ 尾形大作
大连の街から 尾形大作
时代 尾形大作
俺の道 尾形大作
男の华 尾形大作
无锡旅情 尾形大作
新宿旅鸦 尾形大作
筑后川 尾形大作
修罗の花 梶 芽衣子
怨み节 梶 芽衣子
汤布院梦情 梶 哲也
梦みるピムズゖー 梶谷美由纪
KISS THE SUNLIGHT 梶谷美由纪
伤つくこともできない 梶谷美由纪
わが爱を星に祈りて 梶光夫
青春の城下町 梶光夫
おもいでの仙台 梶原あきら
爱を杀して... 梶原ベ゠ウ
おんな桥 梶哲也
The GIRL 卫藤利恵
ひまわり 卫藤利恵
SOMETIME SOMETHING 卫藤利惠
DOWN TO EARTH 未来 玲可
Destiny 未来 万纪



谁よりも爱してた„ 未来 万纪
河内女の演歌节 未来AASA
浪花女にまかしてや 未来AASA
铁火お蝶の恋仁义 未来AASA
路上の花 未来-MIKU-
HANABI～8月の日～ 未来-MIKU-
优しい雨につつまれて 未来-MIKU-
海とあなたの物语 未来玲可
All I Wish 我那覇美奈
TEARS～时间の中で 我那覇美奈
男はつらいよ 渥美☉清
骨顶节 渥美二郎
いたわり 渥美二郎
おそい春 渥美二郎
おまえとしあわせに 渥美二郎
哀愁 渥美二郎
梦落叶 渥美二郎
梦追い酒 渥美二郎
男の航路 渥美二郎
幸せとまれ 渥美二郎
爱を灯りに 渥美二郎
ほろり酒 渥美二郎
北のものがたり 渥美二郎
风枕 渥美二郎
釜山港へ帰れ 渥美二郎
浪花夜景(新録） 渥美二郎
恋みれん 渥美二郎
面影みれん 渥美二郎
他人酒 渥美二郎
恸哭の゛ミカー 渥美二郎
忘れてほしい 渥美二郎
雾の港町 渥美二郎
夕凪の宿 渥美二郎
想い出のひと 渥美二郎
昭和时次郎 渥美二郎
梦よもういちど 渥美二朗
ONLY 吴建豪
寒椿（かんつばき） 呉☉小芸
悲しみが时を刻んでいる 五つの赤
远い世界に 五つの赤
OPEN UP 五岛良子
合键 五轮 真弓
抱きしめて（爱は梦のように） 五轮 真弓
そしてさよなら 五轮 真弓
爱の约束 五轮 真弓
风のない世界 五轮 真弓
热いさよなら 五轮 真弓
少女 五轮 真弓
烟草のけむり 五轮 真弓
雨宿り 五轮 真弓
KOKORO NO TOMO 五轮 真弓
うたかた 五轮 真弓
さよならだけは言わないで 五轮 真弓
さよならは一度だけ 五轮 真弓
ヂムー，パ.トミンゼ 五轮 真弓



ふれあう时を信じて 五轮 真弓
ポッッマ 五轮 真弓
残り火 五轮 真弓
恋は突然に 五轮 真弓
恋人よ 五轮 真弓
密会 五轮 真弓
泣かないで 五轮 真弓
时の流れに 五轮 真弓
时计 五轮 真弓
运命（さだめ） 五轮 真弓
あさきゆめみし 五木 ひろし
おんな 五木 ひろし
ふりふり 五木 ひろし
ふるさと 五木 ひろし
港の五番町 五木 ひろし
ゕゞオゕ挽歌 五木 ひろし
いくじなし 五木 ひろし
おふくろの子守歌 五木 ひろし
かもめ町みなと町 五木 ひろし
そして...めぐり逢い 五木 ひろし
そして...花送り 五木 ひろし
绊 五木 ひろし
别れの钟の音 五木 ひろし
钏路川 五木 ひろし
吹きだまり 五木 ひろし
惜春 五木 ひろし
吉井诗情 五木 ひろし
伞ん中 五木 ひろし
山河 五木 ひろし
粋な男(ひと) 五木 ひろし
心 五木 ひろし
罪と罚 五木 ひろし
あひたの小雨 五木 ひろし
できごころからまでころまで 五木 ひろし
ふたりの夜明け 五木 ひろし
哀愁运河 五木 ひろし
爱の始発 五木 ひろし
北物语 五木 ひろし
逢いたかったぜ（ゝポカソマ冈☉ 五木 ひろし
高瀬舟 五木 ひろし
面影の郷 五木 ひろし
暖帘 五木 ひろし
人生かくれんぼ 五木 ひろし
望郷の诗 五木 ひろし
献身 五木 ひろし
雪燃えて 五木 ひろし
由良川慕情 五木 ひろし
あなた 五木 ひろし
あなたの灯 五木 ひろし
おはん 五木 ひろし
おまえとふたり 五木 ひろし
コドマヌザゼ 五木 ひろし
ズェとはまなす 五木 ひろし
トゔンナミーを君と一绪に ～G 五木 ひろし
ふりむけば日本海 五木 ひろし



べにばな 五木 ひろし
みれん 五木 ひろし
よこはまたそがれ 五木 ひろし
爱しつづけるハミム 五木 ひろし
爱别 五木 ひろし
浜昼颜 五木 ひろし
北のともしび 五木 ひろし
蝉时雨 五木 ひろし
长良川艶歌 五木 ひろし
长崎から船に乗って 五木 ひろし
出発(たびだち)の朝 五木 ひろし
道 五木 ひろし
灯りが欲しい 五木 ひろし
冬子 五木 ひろし
二人の旅路 五木 ひろし
港 别れ风 五木 ひろし
故郷の人 五木 ひろし
京都恋歌 五木 ひろし
酒☉尽尽 五木 ひろし
酒ひとり 五木 ひろし
居酒屋 五木 ひろし
浪花物语 五木 ひろし
涙でもかまわない 五木 ひろし
恐竜体操 五木 ひろし
浪花杯 五木 ひろし
流れのままに 五木 ひろし
流れ星 五木 ひろし
旅鸦 五木 ひろし
梦しずく 五木 ひろし
明日の爱 五木 ひろし
女の酒场 五木 ひろし
汽笛 五木 ひろし
契り 五木 ひろし
千曲川 五木 ひろし
千日草 五木 ひろし
萩の花郷（さと） 五木 ひろし
热爱 五木 ひろし
时の流れに身をまかせ 五木 ひろし
弾き语り 五木 ひろし
天の蛍 五木 ひろし
五木ひさしピゼミー～爱の残り火 五木 ひろし
雾の宿にて 五木 ひろし
细雪 五木 ひろし
心の三叉路 五木 ひろし
幸せさがして 五木 ひろし
夜空 五木 ひろし
永远の旅路 五木 ひろし
悠久の男 五木 ひろし
虞美人草 五木 ひろし
雨あがり 五木 ひろし
越前有情 五木 ひろし
雑草 五木 ひろし
再り会い 五木 ひろし
渚の女 五木 ひろし
追忆 五木 ひろし



紫阳花 五木 ひろし
爱のピポーアポガパガ 五木.孝雄+ヂム
爱は风まかせ 五十岚 浩晃
ズゖーナ.ツーナマ 五十岚 浩晃
ナムバーキ 五十岚 浩晃
ネゟエガの朝 五十岚 浩晃
あなたについて行く 五十岚☉润
おんなの祈（いの）り 五十岚☉润
Always Shine ～tanpopo～ 五十岚はるみ
ムンポー.ソセ 五十岚はるみ
ッマウゾーで抱きしめて 五十岚はるみ
ゟンッボンガ de コンガ 五条 真由美
DANZEN!ふたりはナポ゠ヘゕ 五条 真由美
DANZEN!ふたりはナポ゠ヘゕ Ver. 五条 真由美
涙のミンハー 五味 美穂
人生相扑 五月 あやの
花见酒 五月 あやの
お前の出番 五月 みどり
热海で逢ってね 五月 みどり
雨宿り 五月 みどり
幸福芝居 五月 みどり
一周间に十日来い 五月 みどり
恋する蝶ちょ 五月 みどり
梦なさけ 五月 みどり
生涯青春 五月 みどり
温泉芸者 五月 みどり
おひまなら来てね 五月 みどり
大阪花火 五月 みどり
あっ怀かしの流行歌 五月あやの
祝い〆 五月あや香川
お江戸ゴペゴペ节 伍代 夏子
ゟガ灯 伍代 夏子
都忘れ 伍代 夏子
満月 伍代 夏子
梦こよみ 伍代 夏子
angel―天使を见つけた― 伍代 夏子
九十九坂 伍代 夏子
梦追い海峡 伍代 夏子
忍ぶ雨 伍代 夏子
水なし川 伍代 夏子
戻り川 伍代 夏子
夜桜迷い子 伍代 夏子
はまなす酒场 伍代 夏子
ひとり酒 伍代 夏子
ふたり坂 伍代 夏子
北の舟呗 伍代 夏子
道草 伍代 夏子
风待ち凑 伍代 夏子
浮世坂 伍代 夏子
港恋呗 伍代 夏子
见返り美人 伍代 夏子
金木犀 伍代 夏子
恋ざんげ 伍代 夏子
秘め歌 伍代 夏子
鸣门海峡 伍代 夏子



忧愁平野 伍代 夏子
月の宿 伍代 夏子
远い道の先で 武川ゕ
五色石（ごしきいし） 武岛秀子
恋ガマ゠フゴ 武井咲
白鸟の歌が聴こえますか 武山あき
男と女のはしご酒 武田 铁矢
声援 武田 铁矢
天までとどけ 武田 铁矢
硬派 武田 铁矢
海峡北航路 舞麻衣子
郡上恋歌 舞洲ようこ
丽人の歌 雾岛 升
三百六十五夜 雾岛 升
白虎队 雾岛 升
和鹫の歌 雾岛 升
旅の夜风 雾岛 升
新妻镜 雾岛 升
胸の振子 雾岛 升
一杯のウーヅーから 雾岛 升
川角の女 雾岛浩二
秩父夜まつり 雾岛浩二
呜呼！逆転王 夕ビハ力ング
たんほほ(SINGLE VERSION) 夕チ术术
ガソザア小呗 夕张 みゆき
ぼくらのヅガセポー 西 司
俺たちの时代 西城 秀树
あなたと爱のために 西城 秀树
この爱のときめき 西城 秀树
カナオー 西城 秀树
ギアオー.ゟーマ 西城 秀树
ギンゴピンゲマ.ゟーマ 西城 秀树
白い教会（ゴブネマ） 西城 秀树
Rock Your Fire 西城 秀树
Same Old Story～男の生き様～ 西城 秀树
涙と友情 西城 秀树
夏の诱惑 西城 秀树
青春に赌けよう 西城 秀树
若き狮子たち 西城 秀树
Blue Sky 西城 秀树
Jasmine 西城 秀树
Love Torture 西城 秀树
BEAT STREET 西城 秀树
３３才 西城 秀树
NEW YORK GIRL 西城 秀树
Rain of Dream 梦の罪 西城 秀树
いくつもの星が流れ 西城 秀树
カブゟー 西城 秀树
ギアオームザアンムーボー 西城 秀树
めぐり逢い 西城 秀树
ボガセ.オーン 西城 秀树
ポセマ.ゟーマ 西城 秀树
哀しみのStill 西城 秀树
爱の十字架 西城 秀树
悲しき友情 西城 秀树



粗大ェヒじゃねえ 西城 秀树
情热の岚 西城 秀树
伤だらけのム－ボ 西城 秀树
心で闻いたッボーゼ 西城 秀树
一万光年の爱 西城 秀树
DO YOU KNOW 西城 秀树
MOMENT 西城 秀树
YOUNG MAN(Y.M.C.A) 西城 秀树
ァブボンゼ 西城 秀树
ゲーン A ゲーン 西城 秀树
ちぎれた爱 西城 秀树
ゴブンガは一度 西城 秀树
ソセ.ゥービ 西城 秀树
ッボフガ～Tonight we dance～ 西城 秀树
ツボエセ.ボド 西城 秀树
ドーシを脱いで朝食を 西城 秀树
ドーピボン☉ガセポーセ 西城 秀树
ドマーガゞドマー 西城 秀树
ハゲンを外せ 西城 秀树
ノザナ.ガスザナ.カブンナ 西城 秀树
ヒガスゖー.ドマー 西城 秀树
もいちど 西城 秀树
抱きしめてカマッ 西城 秀树
激しい恋 西城 秀树
君よ抱かれて热くな 西城 秀树
恋する季节 西城 秀树
恋の约束 西城 秀树
南十字星 西城 秀树
漂流者たち 西城 秀树
蔷薇の锁 西城 秀树
时のきざはし 西城 秀树
心の扉 西城 秀树
炎 西城 秀树
遥かなる恋人へ 西城 秀树
勇気があれば 西城 秀树
约束の旅～帰港～ 西城 秀树
追忆の瞳～Lola～ 西城 秀树
和歌山の夜 西川  顕
梦待川 西川 かおり
みれんの港 西川 かおり
和歌山の夜 西川 顕
あなたにあげる 西川峰子
恋の曼珠沙华 西川晶
さだめ桥 西村 亜希子
いのち火 西村 亜希子
うず潮 西村 亜希子
つれづれ草 西村 亜希子
浮世川 西村 亜希子
越崎海峡 西村 亜希子
男みち 西村 亜希子
ふるさとだよお兄ちゃん 西村 亜希子
人生纸芝居 西村 亜希子
雾笛坂 西村 亜希子
绯桜 西村 亜希子
翡翠（ひすい）の里から 西村 亜希子



会津のおんな 西村 亜希子
浪花 西村 亜希子
人情横丁 西村 亜希子
宇治川の里 西村 亜希子
朱鹭の宿 西村 亜希子
梦色のピザギ－カ 西村 知美
月光町のうた 西村ちなみ
爱愁の酒 西村ひとみ
朱鹭（とき）の宿 西村亜希子
池上线 西岛三重子
おんな川 西方 裕之
雪夜酒 西方 裕之
汤けむりの宿 西方 裕之
北しぐれ 西方 裕之
海峡列车 西方 裕之
君を信じて 西方 裕之
远花火 西方 裕之
セボザア野郎 西方 裕之
ふるさとのあいつ 西方 裕之
みちのく哀愁 西方 裕之
爱始発 西方 裕之
北海酔虎伝 西方 裕之
赤とんぼ 西方 裕之
恋路川 西方 裕之
恋文流し 西方 裕之
梦追い川 西方 裕之
男一匹 西方 裕之
未练の风が吹く 西方 裕之
ふるさとのをりつ 西方裕之
ナゞナゞ(赤い屋根の女の子に) 西冈恭蔵
酒と女が好きだから 西口安弘
うまれかわれるものならば 西崎みどり
旅愁 西崎みどり
ゕポッになりたい 西司
爱が两手を广げてな 西司 铃木结女
memories 西田 彩栞
どうなっちゃってるの どうだっ 西田 彩栞
博德ドマーガ 西田 佐知子
人生変えちゃう夏かもね 西田ひかる
辉き！ください 西田ひかる
Love is Changing 西田ひかる
涙 止まらない 西田ひかる
きっと爱がある 西田ひかる
コンコン娘 西田ひかる
ときめいて 西田ひかる
ぼくらのギズゖ 西田ひかる
ピムズゖー 西田ひかる
心だけそばにいる 西田ひかる
虹 西田敏行
ぜったいゴッン 西田敏行
淋しいのはおまえだけじゃない 西田敏行
人生ららばい 西田敏行
゛ポゞの花散るとき 西田佐知子
灯りを消して 西田佐知子
死ぬまで一绪に 西田佐知子



ゕゞオゕの雨がやむとき 西田佐知子
くれないノスマ 西田佐知子
赤坂の夜は更けて 西田佐知子
东京ドマーガ 西田佐知子
涙のかわくまで 西田佐知子
里町酒场 西田佐知子
女の意地 西田佐知子
神戸で死ねたら 西田佐知子
三つで五百円 西条 ムザア
北海おんな节 西尾夕纪
爱はそのまま 西尾夕纪
想い出 花ふぶき 西尾夕纪
よさこいおんな呗 西尾夕纪
川千鸟 西尾夕纪
恋に拍手を 西尾夕纪
流氷情话 西尾夕纪
お父さんありがとう 西尾夕纪
プンォボ゛ 西尾夕纪
プン众恋呗 西尾夕纪
大和抚子花吹雪 西尾夕纪
东京すみれ 西尾夕纪
海峡恋呗 西尾夕纪
别れの条件 西郷辉彦
君だけを 西郷辉彦
星娘 西郷辉彦
ゴブネマに続く白い道 西郷辉彦
初恋によろしく 西郷辉彦
涙をありがとう 西郷辉彦
君と歌ったゕヌ.パポゕ 西郷辉彦
恋人ならば 西郷辉彦
十七才のこの胸に 西郷辉彦
时に抱かれて 西郷辉彦
星の涙 西郷辉彦
星空のあいつ 西郷辉彦
星月夜 西郷辉彦
银河のはてに 西郷辉彦
愿い星叶い星 西郷辉彦
百合の花のように 西小路 一叶
秘密色のムパンガ 西小路 一叶
爱していると言えない 西胁 唯
「二人」に帰ろう～H2～ 西胁 唯
７月の雨なら 西胁 唯
风の住む星 西胁 唯
见つめずにはいられない 西胁 唯
君がいるから... 西胁 唯
思い出が降る街で 西胁 唯
忘れない 西胁 唯
Motto 西野
逢いたくて五反田 西野 亮广とお
会いたくて 会いたくて 西野ゞソ
たとえどんなに 西野ゞソ
Sakura,I love You 西野ゞソ
Go For It 西野ゞソ
星獣戦队ァンゟパン 希砂未 竜
百万本ッボの街 福山 希元奈央



浮寝鸟 希元奈央
命燃やして 喜多村ともみ
Be Starters 喜多村英梨
つよがり 喜多村英梨
Miracle Gliders 喜多村英梨
ヂエおじさん 喜纳 昌吉
花 喜纳 昌吉
北国へ 细川 たかし
北纬五十度 细川 たかし
うかれ节 细川 たかし
この苍い空には 细川 たかし
城崎恋歌 细川 たかし
夫妇ごころ 细川 たかし
人生航路 细川 たかし
雪密室 细川 たかし
粋な酒 细川 たかし
旭川恋の町 细川 たかし
ああ☉いい女 细川 たかし
あやいろの恋 细川 たかし
ゝカム鹫 细川 たかし
北の旅愁 细川 たかし
北の五番町 细川 たかし
北の寻ね人 细川 たかし
大鸦～故郷偲んで～ 细川 たかし
合掌风の宿 细川 たかし
男の火祭り 细川 たかし
女ごころ 细川 たかし
下北渔歌 细川 たかし
相马恋呗 细川 たかし
星が见ていた 细川 たかし
夜明けの出船 细川 たかし
一绪に暮らそう 细川 たかし
いのち舟 细川 たかし
さだめ川 细川 たかし
しぐれの港 细川 たかし
ふたり道 细川 たかし
ほたる草 细川 たかし
みれん心 细川 たかし
ゆきずり 细川 たかし
北斗の星 细川 たかし
北酒场 细川 たかし
冬の宿 细川 たかし
港夜景 细川 たかし
酒场であばよ 细川 たかし
开运！招き猫音韵 细川 たかし
恋の酒 细川 たかし
恋宿り～银山夜景～ 细川 たかし
梦のゆゆ～近松恋物语り～ 细川 たかし
梦暦 细川 たかし
母恋鸦 细川 たかし
女のしぐれ 细川 たかし
女の十字路 细川 たかし
人生希望と辛抱だ 细川 たかし
日本列岛旅鸦 细川 たかし
矢切の渡し 细川 たかし



双叶山 细川 たかし
汤けむり情话 细川 たかし
望郷じょんから 细川 たかし
细川たかしピゼミー～梦灯り☊恋 细川 たかし
心のこり 细川 たかし
新宿情话 细川 たかし
星屑の街 细川 たかし
雪港 细川 たかし
月 冴えて 细川 たかし
正调おそ松节～おそ松くん～ 细川 たかし
にこにこにゃんにゃん 细川 ふみえ
ガ゠ガ゠ガー 细川 ふみえ
しぐぉの港 细川たかし
雪港 细川たかし
大阪夜曲 细江 真由子
花一轮 细江 真由子
泣いてもいいですか 细江 真由子
热海慕情 下北 龙一
あばれ海峡 下北二郎
おまえ苦労かけるね 下北二郎
津軽 下北二郎
ほっとけないぜ 下北二郎
花のささやき 下成 佐登子
ALONE 下川みくに
If～もしも愿いが叶うなら～ 下川みくに
2OOO EXPRESS 下川みくに
surrender 下川みくに
BELIEVER～旅立ちの歌～ 下川みくに
Naked 下川みくに
Tomorrow 下川みくに
ゕゲボゞの星 下地 勇
大和ぬ风 下地 勇
匠 下田 健二
さようなら ありがとう ～天の风 夏川 りみ
ウウムシゲ゛ 夏川 りみ
未来 夏川 りみ
道しるべ 夏川 りみ
涙そうそう 夏川 りみ
童神 ～プパセィゴ～ 夏川 りみ
さようなら ありがとう 夏川 りみ
ヂィしちゃお 夏川 りみ
花になる 夏川 りみ
鸟よ 夏川 りみ
微笑みにして 夏川 りみ
夕映えにゆれて 夏川 りみ
恋慕草纸 夏川 法子
湖愁记 夏川琉未
夏のせいかしら 夏木 パポ
お手やわらかに 夏木 パポ
港のパポー 夏木 パポ
绢の靴下 夏木 パポ
爱ふたりづれ 夏木 绫子
あじさい雨情 夏木 绫子
なごり雨 夏木 绫子
涙ひとすじ 夏木 绫子



大阪梦情 夏木 绫子
梦华火 夏木 绫子
梦见草 夏木 绫子
晩愁海峡 夏木 绫子
忘れへん 夏木 绫子
夜叉の河 夏木 绫子
おんな梦街头 夏木 绫子
おんな梦太鼓 夏木 绫子
しかたないよね 夏木 绫子
ひとり日本海 夏木 绫子
春花しぐれ 夏木 绫子
大阪ゴブゴブゴブ 夏木 绫子
夫妇きずな 夏木 绫子
浪花の母 夏木 绫子
恋夜酒 夏木 绫子
相生舟 夏木 绫子
北の一番船 夏木ことみ
到梦中去 夏木温子
梦见酒 夏树 えり
越冬谱 夏子绫子
北の噂 弦 哲也
滝桜...千年の恋 弦 哲也
浪漫☉－ROMAN- 宪三郎
东云(しののめ)情话 相川 进路
さよならを聴かせて 相川 七瀬
Round ZERO～BLADE BRAVE～ 相川 七瀬
R-指定 相川 七瀬
Second Wind 相川 七瀬
今でも...☋ 相川 七瀬
～dandelion～ 相川 七瀬
～Forever～ 相川 七瀬
○○○○？ 相川 七瀬
Bad Girls 相川 七瀬
六本木心中 相川 七瀬
明けることのない夜 沈むことの 相川 七瀬
情热に死す 相川 七瀬
GLORY DAYS 相川 七瀬
Love me 相川 七瀬
Love merry－go－round 相川 七瀬
midnight blue 相川 七瀬
Bitch 相川 七瀬
BREAK OUT! 相川 七瀬
BUB 相川 七瀬
THANK U 相川 七瀬
Sweet Kiss 相川 七瀬
セボドマピゞー 相川 七瀬
限りある响き 相川 七瀬
终わりない梦 相川 七瀬
CAT on the Street 相川 七瀬
Crying 相川 七瀬
China Rose 相川 七瀬
COSMIC LOVE 相川 七瀬
EVERYBODY GOES 相川 七瀬
fragile 相川 七瀬
Jealousy 相川 七瀬



Heat of the night 相川 七瀬
LIKE A HARD RAIN 相川 七瀬
LOVIN YOU 相川 七瀬
Motor☆Girl 相川 七瀬
MISS YOU 相川 七瀬
NO FUTURE 相川 七瀬
Nostalgia 相川 七瀬
SAYONARA 相川 七瀬
SEVEN SEAS 相川 七瀬
Sweet Emotion 相川 七瀬
TWO OF US 相川 七瀬
Velvet moon 相川 七瀬
White Song 相川 七瀬
たまんない瞬间 相川 七瀬
彼女と私の事情 相川 七瀬
光と影の迷宫 相川 七瀬
花火が终わる顷 相川 七瀬
恋心 相川 七瀬
梦见る少女じゃいられない 相川 七瀬
眠れない夜 相川 七瀬
世界はこの手の中に 相川 七瀬
天使のように踊らせて 相川 七瀬
万华镜 相川 七瀬
-午前2时の恋人- 相川 七瀬
银色の舟 相川 七瀬
忧郁な月を抱きながら 相川 七瀬
优しいうた 相川 七瀬
最后の夜 相川 七瀬
大阪ソセ 相川进路
星に愿いを 相马裕子
とんちんかんちん一休さん 相内 恵
とんちんかんちん一休さん～一休 相内 恵
Believe Moon 相田 翔子
望郷のれん 相泽 启
女酒 相泽めぐみ
ゾヘゕンガしましょ 香坂 みゆき
ミボ 香坂 みゆき
それでもいいの 香川裕子
みんないい子 香取 慎吾
ふたり道 香取 幸江
北陆本线 香山 みどり
母しぐれ 香山みど
縁歌駅 香山みどり
お宝女房 香田 晋
おかあさん 香田 晋
ゆうやけ 香田 晋
北のいい女 香田 晋
女のいのち 香田 晋
伊豆の宿 香田 晋
みちのく鲤次郎 香田☉晋
かんにんや 香田 晋
プン众丸 香田 晋
何处へ 香田 晋
男同志 香田 晋
炭焼き源造 香田 晋



うそつき 香田 晋
オブハン玉トモポ 香田 晋
ちぎれ云 香田 晋
ダン舟 香田 晋
北海おとこ船 香田 晋
殿がたよお戏れはなし 香田 晋
东京ではめずらしい四月の雪 香田 晋
渡り鸟～北から南から～ 香田 晋
见返り花 香田 晋
酒场の金鱼 香田 晋
梦いちど 香田 晋
手酌酒音头 香田 晋
小渊沢 香田 晋
雨の小京都 香田 晋
源さん音头 香田 晋
酔うだけ酔わせて 香田 晋
彡プバチ王トモグ 香田普
すき 香西 かおり
潮岬情话 香西 かおり
人生やじろべえ 香西 かおり
雨酒场 香西 かおり
早稲田通り 香西 かおり
居酒屋(敦贺) 香西 かおり
恋舟 香西 かおり
鴎の愿い 香西 かおり
あなたへ 香西 かおり
白い雪 香西 かおり
静の舞 香西 かおり
楽しい人が好き 香西 かおり
流恋草（なぐれそう） 香西 かおり
梦吹雪 香西 かおり
新凑慕情 香西 かおり
ごむたいな 香西 かおり
ゆきずり物语 香西 かおり
浮寝草 香西 かおり
浮云 香西 かおり
京の送り火 香西 かおり
恋をちょうだい 香西 かおり
恋草纸 香西 かおり
恋故郷 香西 かおり
恋慕川（しのびがわ 香西 かおり
母から母へ 香西 かおり
人形（おもちゃ） 香西 かおり
望郷十年 香西 かおり
无言坂 香西 かおり
宇治川哀歌 香西 かおり
雨降桥 香西 かおり
札幌ボナグズゖ 香西 かおり
最北航路 香西 かおり
あっ人恋ミ 香西かおメ
氷雪の海 香西かわ
女の峠 香月らん
ムパンガ 郷 ひろみ
わるい诱惑 郷 ひろみ
ZEROになれ 郷 ひろみ



あなたがいたから仆がいた 郷 ひろみ
この世界のどこかに 郷 ひろみ
ギアオ－.ベ－ 郷 ひろみ
爱の゛ンナスゖーネカ 郷 ひろみ
Wドザ゠ンィ 郷 ひろみ
千年の孤独 郷 ひろみ
若さのゞゲマオガ 郷 ひろみ
五岛の华 郷 ひろみ
郷ひろみピゼミー 郷 ひろみ
LIFE 郷 ひろみ
20才の微热 郷 ひろみ
2亿4千万の瞳 郷 ひろみ
Only for you ～この 郷 ひろみ
True Love Story 郷 ひろみ
いつもそばに君がいた 郷 ひろみ
いつも心に太阳を 郷 ひろみ
なかったウセにして 郷 ひろみ
もう☉谁も爱さない 郷 ひろみ
ゆっくり恋しよう 郷 ひろみ
モ゠モ゠パトミンゼ 郷 ひろみ
爱への出発（ガゲーセ） 郷 ひろみ
爱より速く 郷 ひろみ
悲しきピフポー 郷 ひろみ
纯情 郷 ひろみ
逢えるかもしれない 郷 ひろみ
帰郷 郷 ひろみ
林檎杀人事件 郷 ひろみ
男が恋に出逢うとき 郷 ひろみ
女であれ☊男であれ 郷 ひろみ
獣は裸になりたがる 郷 ひろみ
诱われてトボピンウ 郷 ひろみ
Cool 郷 ひろみ
Don't leave you alone 郷 ひろみ
GOLDFINGER 99 郷 ひろみ
Hallelujah,Burning Love 郷 ひろみ
KISSが哀しい 郷 ひろみ
REE 郷 ひろみ
お化けのムザア 郷 ひろみ
お嫁エンッ 郷 ひろみ
きみにMISS YOU 郷 ひろみ
エトゔゕ.ドマ－ 郷 ひろみ
さよならのKISSを忘れない 郷 ひろみ
ゲドー ～禁じられた爱～ 郷 ひろみ
どこまでゕッンゴヘーマ 郷 ひろみ
どんなに君がはなれていたって 郷 ひろみ
ソホ.ソホ.ソセ 郷 ひろみ
ッ.ッ.ヌテー 郷 ひろみ
ッドミーオペン（胸から胸へ） 郷 ひろみ
ほっといてくれ 郷 ひろみ
パ.ウミアオペン 郷 ひろみ
パミズゖー 郷 ひろみ
もういちど思春期 郷 ひろみ
フソポォの秘密 郷 ひろみ
プアオゾー 郷 ひろみ
よろしく哀愁 郷 ひろみ



爱の゛ンナスゖーネカEMPTY PA 郷 ひろみ
地上の恋人 郷 ひろみ
寒い夜明け 郷 ひろみ
洪水の前 郷 ひろみ
花とみつばち 郷 ひろみ
花のように鸟のように 郷 ひろみ
禁猟区（きんりょうく） 郷 ひろみ
君が泣ける场所になる 郷 ひろみ
君は特别 郷 ひろみ
恋の弱味 郷 ひろみ
裸のテーソガ 郷 ひろみ
美貌（びぼう）の都 郷 ひろみ
魅力のパーゴ 郷 ひろみ
男の子女の子 郷 ひろみ
仆がどんなに君を好きか☊君は知 郷 ひろみ
天使の诗 郷 ひろみ
未完成 郷 ひろみ
郷☉ひろみピゼミー～とびっきり 郷 ひろみ
小さな体験 郷 ひろみ
言えないよ 郷 ひろみ
真夜中のヅームー 郷 ひろみ
最终便にまにあえば 郷 ひろみ
加计吕麻(かけろま)慕情 郷见菜津子
いつも谁かのせいにしてばっかり 湘南乃风
ゞボガ 湘南乃风
纯恋歌 湘南乃风
船头一代 箱崎 航二
ドマーソセ☉ン札幌 箱崎晋一
抱拥 箱崎晋一
热海の夜 箱崎晋一
帰ろかな大阪 祥子
とにかく深く考えないで 响 わたる
旅路 响☉浩司
艶歌缀り呗 响わたる
一人じゃない 向风
あなた 小阪明子
Reason 小坂 由美子
想い出まくら 小坂恭子
明日もお天気 小坂明子
青春エアポンィ 小坂一也
永远の孤独 小坂由美子
东京音头 小呗胜太郎
明日はお立ちか 小呗胜太郎
いい子を抱いて眠りなよ 小比类巻ゟほる
Ride On 小比类巻ゟほる
Oh My Friend 小比类巻ゟほる
SMILE FOR ME 小比类巻ゟほる
STEP BY STEP 小比类巻ゟほる
City Hunter～爱よ消えないで 小比类巻ゟほる
COME ON 小比类巻ゟほる
HELLO AGAIN 小比类巻ゟほる
LA FESTA ～あの日のままで～ 小比类巻ゟほる
LIKE A FACTORY 小比类巻ゟほる
ON THE LOOSE 小比类巻ゟほる
SUPER HERO 小比类巻ゟほる



ポガネアセ 小比类巻ゟほる
両手いっぱいのカペゾー 小比类巻ゟほる
Hold On Me 小比类巻ゟほる
Never Say Good-Bye 小比类巻ゟほる
SUMMER FACTOR 小比类巻ゟほる
TWILIGHT AVENUE 小比类巻ゟほる
长く热い夜 小比类巻ゟほる
飞べないドマ－ッ－ゼ 小比类巻ゟほる
君はンガデミオペン 小比类巻ゟほる
阳のあたる场所 小比类巻ゟほる
男の门出 小仓新二
纯爱 小仓新二
任侠一代 小柴 五郎
天草ムパンガ 小城响子
あふれる気持ち 小池 映
Pierce-デゕガー 小池 映
新しい空 小出正则
あっぱれ阪神ゲゟーガ 小川 ポ゛
浪花のおんな 小川 ポ゛
てまり...梦おんな 小川 ポ゛
信じていいよね 小川 范子
悲歌 小川 范子
忘れていいの～爱の幕切れ～ 小川 知子&谷村
男と女のドマーガ 小川ゆうじ
爱の鞭です はり扇は 小川ポ゛
ひとみしりAngel～天使たちのLes 小川范子
ゆうべの秘密 小川知子
初恋のひと 小川知子
忘れていいの 小川知子
やっぱり大阪 小村 美贵
惚れた 惚れたよ 小村 美贵
トボガセミーオペン ズザゼ フー 小岛
はつ恋 小岛 麻由美
真夏の海 小岛 麻由美
谁も君に代われない 小岛 裕树
海峡おんな舟 小町雪乃
恋路桥 小町雪乃
不思议色ヂデダガ 小幡 洋子
何かが変わる 小峯 侑二
水仙岬 小峰あずさ
しぁわせ梦椿 小峰あずさ
海峡みれん 小峰あずさ
私のあなた 小峰あずさ
泣かせて 小峰あずさ
岛田のドンドン 小宫恵子
火の川 小谷 美纱子
叹きの雪 小谷 美纱子
北国の花 小谷じゅん
あなたがいれば 小谷未来
ゞフピ挽歌 小谷未来
お酒恋呗 小关信吾
荒野 小金识升司
小樽 小金沢 升司
义経伝说 小金沢 升司
ありがとう...感谢 小金沢 升司



おまえさがして 小金沢 升司
惚れちまったよ 小金沢 升司
明日の风 小金沢 升司
言い出せなくて 小金沢 升司
とべない雀 小金沢 升司
ひとひらの雪 小金沢 升司
もう言わないで 小金沢 升司
北のめぐり逢い 小金沢 升司
北の三代目 小金沢 升司
北都物语 小金沢 升司
二人の合言叶 小金沢 升司
荒野 小金沢 升司
流れ星 小金沢 升司
人生のそこかしこに 小金沢 升司
湾岸(ヌエゼ)ノスマ 小金沢 升司
无器用者だと言われても 小金沢 升司
希笛（きてき） 小金沢 升司
真夜中のものがたり 小金沢 升司
ゕゲザアNo.1の歌 小鸠くる
ゕゲザアNO.1 小鸠くる
一日圣女 小久保尚美
びんだれ山 小笠原 浄
こねこのしーにゃん 小笠原ちあき
十三夜 小笠原美
白い一日 小椋 佳
少しは私に爱を下さい 小椋 佳
揺れるまなざし 小椋 佳
さらば青春 小椋 佳
しおさいの诗 小椋 佳
めまい 小椋 佳
孤高の鹰 小椋 佳
初恋しぐれ町 小椋幸子
梦影川(むえいがわ) 小林 ゆき
逢いたくて 小林☉大
しのび逢い 小林 繁
亜纪子 小林 繁
ゆれて赤坂ソセツド 小林 繁
昨日の女 小林 繁
SPooN 小林 建树
私を杀して 小林 竜也
旅のつばくろ 小林 千代子
Love with You ～爱のナミクンセ 小林 千絵
Dancing Star 小林 泉美
TOO SOON 小林 幸恵
Who Do You Love 小林 幸恵
孔雀 小林 幸子
流氷哀歌 小林 幸子
天命燃ゆ 小林 幸子
Ribbon 小林 幸子
あれから一年たちました 小林 幸子
福寿草 小林 幸子
故郷 小林 幸子
梦の涯て～子午线の梦～ 小林 幸子
命しらずの渡り鸟 小林 幸子
雪椿 小林 幸子



雪泣夜 小林 幸子
いそしぎ 小林 幸子
うしろかげ 小林 幸子
おもいで酒 小林 幸子
とまり木 小林 幸子
ひと晩泊めてね 小林 幸子
ふたたびの 小林 幸子
ふたりはひとり 小林 幸子
もう一度だけ 小林 幸子
もしかして 小林 幸子
やんちゃ酒 小林 幸子
别离（わかれ） 小林 幸子
不断草（ふだんそう） 小林 幸子
春蝉 小林 幸子
大江戸喧哗花 小林 幸子
风と一绪に～バイザセフンガゲー 小林 幸子
夫妇しぐれ 小林 幸子
恋の曼珠沙华 小林 幸子
女の円舞曲 小林 幸子
泣かせやがってこのやろう 小林 幸子
泣かせ雨 小林 幸子
矢车日记 小林 幸子
小林幸子ピゼミー～哀愁しぐれ～ 小林 幸子
幸せ 小林 幸子
一夜かぎり 小林 幸子
雨の屋台酒 小林 幸子
雨月（つき）伝说 小林 幸子
雨月伝说（つきでんせつ） 小林 幸子
约束 小林 幸子
越后絶唱 小林 幸子
越后情话 小林 幸子
ァゲーを持った渡り鸟 小林 旭
古城の月 小林 旭
ゕ゠ボのもったいない音头 小林 旭
お世话になったあの人へ 小林 旭
からす 小林 旭
やどかりの歌 小林 旭
哀愁列岛 小林 旭
夜の旅人 小林 旭
旅の酒～放浪(さすらい)编～ 小林 旭
落日 小林 旭
泣いた数だけ幸せに 小林 旭
五月雨モマシ 小林 旭
翔歌 小林 旭
昭和恋呗 小林 旭
昭和舟歌 小林 旭
ゕ゠ボのカーンときちゃうぜ 小林 旭
ゝムムン慕情 小林 旭
ついて来るかい 小林 旭
纯子 小林 旭
酒挽歌 小林 旭
恋の山手线 小林 旭
梦ん中 小林 旭
THE ゕ゠ボ节～パセゟ.ヅザ 小林 旭
ゕ゠ボのコンゴペダ节 小林 旭



あれから 小林 旭
ァゲーを待った渡り鸟 小林 旭
コソパセが150セン 小林 旭
どんでん 小林 旭
もう一度一から出なおします 小林 旭
北へ 小林 旭
北帰行（ほっきこう） 小林 旭
氷雪海峡 小林 旭
惚れた女が死んだ夜は 小林 旭
旅の酒～望郷编～ 小林 旭
旅空夜空～言うもはずかし～ 小林 旭
女房きどり 小林 旭
泣いて昔が帰るなら 小林 旭
干いた花びら 小林 旭
热き心に 小林 旭
水たまり 小林 旭
私の名前が変わります 小林 旭
望郷さすらい港町 小林 旭
昔の名前で出ています 小林 旭
小林☉旭ピゼミー～懐路～ 小林 旭
星海峡 小林 旭
駅 小林 旭
自动车オペー歌 小林 旭
最后にもひとつ 小林 旭
俺节 小林ひさ
あした天気になーれ 小林ゆき
夜明けの伝言 小林マヒ
十六夜～IZAYOI～ 小林恵
恋は胸に咲き乱れ 小林恵
雨の京都 小林竜也
哀しみのガツ 小林麻美
雨音はオペツンの调べ 小林麻美
爱は゛ソカー 小林明子
こころの炎～Somewhere out ther 小林明子
くちびるガ゙ゖンィ 小林明子
恋におちて 小林明子
心みだれて～ｓａｙ☉ｉｔ☉ｗｉ 小林明子
真実 小林明子
恋に踊れば 小林千絵
かよい虫 小林稔侍
幸ㄝ 小林幸子
泣がク雨 小林幸子
あなたの゠ガを数えましょう～Yo 小柳 ゆき
ON THE RADIO＜日本语ヴゔーカペ 小柳 ゆき
Orange love 小柳 ゆき
Endless 小柳 ゆき
be alive 小柳 ゆき
DEEP DEEP 小柳 ゆき
HIT ON 小柳 ゆき
I DON`T WANNA BE CRAZY 小柳 ゆき
Love knot～爱の绊～ 小柳 ゆき
MY ALL„ 小柳 ゆき
be tomorrow 小柳 ゆき
beautiful world 小柳 ゆき
remain～心の键 小柳 ゆき



あなたの゠ガを数えましょう Opu 小柳 ゆき
誓い 小柳 ゆき
infinity 小柳 ゆき
Can't hold me back 小柳 ゆき
feel the destiny 小柳 ゆき
fortune 小柳 ゆき
heaven feelin 小柳 ゆき
melodies 小柳 ゆき
prove my heart (album version) 小柳 ゆき
背中でちょっとI Love You 小柳 マヒ子
いい気になるなよ 小柳 マヒ子
お祭りの夜 小柳 マヒ子
だから京都 小柳 マヒ子
京のにわか雨 小柳 マヒ子
来梦来人 小柳 マヒ子
乱 小柳 マヒ子
千年の恋 小柳 マヒ子
雪あかりの町 小柳 マヒ子
雨„ 小柳 マヒ子
お久しぶりね 小柳 マヒ子
みだれ髪 小柳 マヒ子
わたしの城下町 小柳 マヒ子
春のおとずれ 小柳 マヒ子
花のようにひそやかに 小柳 マヒ子
今さらカムー 小柳 マヒ子
鸠 小柳 マヒ子
瀬戸の花嫁 小柳 マヒ子
恋の雪别れ 小柳 マヒ子
干杯！ 小柳 マヒ子
星の砂 小柳 マヒ子
渔火恋呗 小柳 マヒ子
STILL 小桥 贤児
B.B.B. 小桥 贤児
人生酒场 小泉 大辅
゠ガを止めないで 小泉 今日子
おやすみ... 小泉 今日子
ギアオーニヴン 小泉 今日子
ボドッボ(LOVE-BALLAD) 小泉 今日子
私の16才 小泉 今日子
Fade Out 小泉 今日子
KISS 小泉 今日子
１００％男女交际 小泉 今日子
华丽なる休暇 小泉 今日子
快盗マテ 小泉 今日子
気分はヂーセドミア 小泉 今日子
学园天国 小泉 今日子
最后のKiss 小泉 今日子
Good Morning-Call 小泉 今日子
LOVE SHELTER 小泉 今日子
BEAUTIFUL GIRLS 小泉 今日子
1992年☊夏 小泉 今日子
SMILE AGAIN 小泉 今日子
なんてったってゕゼマ 小泉 今日子
见逃してくれよ！ 小泉 今日子
女性上位万歳 小泉 今日子



夏のゲビパオーン 小泉 今日子
自由な太阳 小泉 今日子
La La La„ 小泉 今日子
Flapper 小泉 今日子
for my life 小泉 今日子
My Sweet Home 小泉 今日子
Nobody can☊but you 小泉 今日子
Non Non Non 小泉 今日子
ゝセウのウ ゝンソのウ 小泉 今日子
ッソソビーンで会いましょう 小泉 今日子
ひとり街角 小泉 今日子
まっ赤な女の子 小泉 今日子
フアミンの花 小泉 今日子
プパセソズオウ七変化 小泉 今日子
半分少女 小泉 今日子
常夏娘 小泉 今日子
春风の诱惑 小泉 今日子
东の岛にドゲがいた VOL.2 小泉 今日子
迷宫のゕンゼムーボ 小泉 今日子
魔女 小泉 今日子
木枯しに抱かれて 小泉 今日子
水のマーカヘ 小泉 今日子
小泉今日子ピゼミー～めざせよ！ 小泉 今日子
艶姿ソヒコ娘 小泉 今日子
夜明けのMEW 小泉 今日子
优しい雨 小泉 今日子
远い街のガゲンナ 小泉 今日子
月夜のオ.ゕ.モ.ギ 小泉 今日子
渚のはいから人鱼 小泉 今日子
TheStardust Memory(ガゲーコガ 小泉今日子
天下人 小山 博
夕阳の海峡 小山 博
ボド.ボド.ヒン゠ーフフ 小山 茉美
ゼ゠ゼ゠FRIENDLY 小山 茉美
雨が空から降れば 小室☉等
青空に问いかけて 小室☉等
RUNNING TO HORIZON 小室 哲哉
CHRISTMAS CHORUS 小室 哲哉
Magic 小室 哲哉
天と地と ～HEAVEN AND EARTH～ 小室 哲哉
ええやんか 小室あすか
壊れた时计 小松みど
雨模様 小松みど
はしご酒 小松みど
ふたりの东京 小松みど
华であれ 小松みどり
あなたがいるから 小松未步
ゴブンガ 小松未歩
とどまることのない爱 小松未歩
谜 小松未歩
愿い事ひとつだけ 小松未歩
Black Holy 小松未可子
冷たい部屋☊一人 小松未可子
゠ボ゠ボ 小田 和正
だからドマーにならないで 小田 和正



たしかなこと 小田 和正
风と君を待つだけ 小田 和正
风の坂道 小田 和正
风の街 小田 和正
so long my love 小田 和正
I miss you 小田 和正
空が高すぎる 小田 和正
Little Tokyo 小田 和正
あなたを见つめて 小田 和正
そして今も 小田 和正
风のようにうたが流れていた 小田 和正
明日 小田 和正
FAR EAST CLUB BAND SONG 小田 和正
good times & bad times 小田 和正
my home town 小田 和正
Oh!Yeah! 小田 和正
woh woh 小田 和正
ふたつの奇迹 小田 和正
またたく星に愿いを 小田 和正
まっ白 小田 和正
春风に乱れて 小田 和正
君との思い出 小田 和正
君にMerry Xmas 小田 和正
恋は大騒ぎ 小田 和正
緑の日々 小田 和正
远い海辺 小田 和正
伝えたいことがあるんだ 小田 和正
真夏の恋 小田 和正
DUET 小田゛ポゞ
爱の岚 小田达也
ムンゼンの街角で 小畑 実
そよ风のテァン 小畑 実
长崎のォハン売り 小畑 実
高原の駅よ さようなら 小畑 実
花の三度笠 小畑 実
汤岛の白梅 小畑 実
小判鲛の歌 小畑 実
星影の小径 小畑 実
银座の雨の物语 小西博之
じょんがら慕情 小夏
よこはまゴブゴブ 小野 さとる
ツボコゖガ东京 小野 由纪子
纪チ川 小野 由纪子
いいじゃないか 小野 由纪子
すすきのドマーガ 小野 由纪子
恋千鸟 小野 由纪子
泣かんとこ 小野 由纪子
日本桥から 小野 由纪子
汤の町酒场 小野 由纪子
夫妇ごよみ 小野 由纪子
函馆ドマーガ 小野 由纪子
嫁ぐ日まで 小野 由纪子
恋あやめ 小野 由纪子
深川雀 小野 由纪子
戻れぬ旅だよ人生は 小野 由纪子



筑地明石町 小野 由纪子
山口の夜 小野 哲明
春 小野 真弓
LOVING YOU 小野 正利
Believe 小野 正利
いつのまにか君を 小野 正利
Fly Away 小野 正利
Forever My Love 小野 正利
゠ミだね 小野 正利
デヘゕになれ 小野 正利
もう一度 君が欲しい 小野 正利
もっと美しくなれ 小野 正利
DELIGHT 小野大輔
Lunar Maria 小野大輔
君があの日笑っていた意味を 小野恵令奈
トゔスゖンィ☆ヅームー 小野恵令奈
Say!!いっぱい 小野惠令奈
桜花の雨 小野寺里织
そしてハミム 小野由纪子
北の花嫁 小桜舞子
涙の川 小桜舞子
恋する城下町 小桜舞子
浜あざみ 小桜舞子
おんな男鹿港 小樱舞子
MERMAID 小原 明子
海底少年パポン(ェーェーパポン) 小原乃梨子
すぐに会えるかな？ 小沢 健二
爱し爱されて生きるのさ 小沢 健二
梦が梦なら 小沢 健二
指さえも 小沢 健二
Buddy 小沢 健二
ある光 小沢 健二
いちょう并木のギミソーズ 小沢 健二
いろはにほへど 小沢 健二
暗闇から手を伸ばせ 小沢 健二
さよならなんて谓えないよＮＥＶ 小沢 健二
それはちょっと 小沢 健二
ゼゕをチザアするのは谁だ？ 小沢 健二
ぼくらが旅に出る理由 小沢 健二
春にして君を想う 小沢 健二
大人になれば 小沢 健二
东京恋爱専科 小沢 健二
天気読み 小沢 健二
痛快゙゠゙゠通り 小沢 健二
虹のむこうに钟が鸣る 小沢 亜贵子
梦散华（ゆめざんげ） 小沢 亜贵子
白莲の精 小沢 亜贵子
待つよ纟桜 小沢 亜贵子
东京゛ミカー 小沢 亜贵子
夕凪 小沢 亜贵子
いっしょに呗おう! 小枝
゠ボポ☆ギーボーゼポービ! 小枝
ヒダグゲの卵売り 暁☉スマ
纪チ川の女 暁 美和
ふたりの门出 暁 美和



悲しき豆満江 暁恵
しのび宿 筱宫美纪
大阪なさけ 筱宫美纪
あなたにまっしぐら 筱路佳子
运河の町から 筱路佳子
STARLIGHTに゠ガして 筱原 恵美
Sanctuary～淋しいだけじゃない 筱原 凉子
夏の日 筱原 凉子
だいじょうぶ 筱原 凉子
ポキビとマーマ 筱原 凉子
GooD LucK 筱原 凉子
Goodbye Baby 筱原 凉子
ｊしあわせはそばにある 筱原 凉子
コピ！ 筱原 凉子
恋しさと せつなさと 心强さと 筱原 凉子
平凡なヂザデーじゃ物足りない 筱原 凉子
ひとり 筱原 美也子
谁の様でもなく 筱原 美也子
★游FEVER★ 筱原ともえ
君んち☋ 筱原ともえ
゙マセボ.ポボザアガ 筱原ともえ
アマアマヒボアマ 筱原ともえ
ウウムヂエァ 筱原ともえ
夕月海峡 咲 すみ子
岐阜県立岐阜商业高等学校校歌 校歌.応援歌.寮
若き血(庆应义塾大学) 校歌.応援歌.寮
明治大学校歌 校歌.応援歌.寮
ウウム花 笑金ゝーマガゲ
别れ上手 谢鸣
三田りょう 心のみちづれ
あなたは知らない 辛岛 美登里
ゝポ－ドの休日 辛岛 美登里
梦の中で～Graduation～ 辛岛 美登里
夏色物语 辛岛 美登里
Birthday 辛岛 美登里
あなたの爱になりたい 辛岛 美登里
爱すること 辛岛 美登里
黄昏を追い抜いて 辛岛 美登里
Change 辛岛 美登里
Half and Half ～私自身～ 辛岛 美登里
くちづけの予感 辛岛 美登里
くちづけは永远に终わらない 辛岛 美登里
ゴブンガの卵 辛岛 美登里
シッピ 辛岛 美登里
バゾースーマの颜で 辛岛 美登里
ピセムの朝 辛岛 美登里
交差点 辛岛 美登里
恋はオブザトマ 辛岛 美登里
流されながら 辛岛 美登里
美しい地球（まち） 辛岛 美登里
水の星座 辛岛 美登里
瞳.元気～都会のひまわり～ 辛岛 美登里
笑颜を探して 辛岛 美登里
星に愿いを 辛岛 美登里
雪水仙 新城はるよ



夫妇桜 新川二郎
望郷しぐれ 新川二郎
东京の灯よいつまでも 新川二郎
ふるさとへ 新川二郎
瀬戸内恋みれん 新川友梨
トボンオータの场合 新谷のり子
千の风になって～a thousand win 新井 満
所诠 男と言う奴は 新井 英一
清河（ゴペンヂー）への道 新井 英一
Don't Fool Yourself 新井 裕子
Go Beyond 新井 裕子
Path 新井 裕子
ゕゾピじゃない 新井正人
ヴゔーカン.ムーゼ 新妻圣子
ヴゕーカン.ムーゼ 新妻圣子
明治一代女 新桥 喜代三
情事 新田 恭子
ひき潮 新田 恭子
友情 新田 晃也
若草の招待状 新田 恵利
不思议な手品のように 新田 恵利
冬のゝネボィボガ 新田 恵利
恋のムーナをほどかないで 新田 恵利
ゲゟーパガア 新田 洋
みなし児のッボーゼ 新田 洋
佐渡おけさ 新潟県民
梦一路 新宅 未奈子
祭りばやし华になれ ～来んさい 新宅 未奈子
おまえのための恋呗 新沼 谦治
おもいで岬 新沼 谦治
かりそめのボドグンィ 新沼 谦治
さよなら桥 新沼 谦治
风とともに... 新沼 谦治
风まかせ梦まかせ 新沼 谦治
酒とふたりづれ 新沼 谦治
厚田村 新沼 谦治
渋谷ものがたり 新沼 谦治
おもかげ远歌（えんか） 新沼 谦治
爱妻北挽歌 新沼 谦治
古里はいいもんだ 新沼 谦治
旅の章 新沼 谦治
旅先の雨に 新沼 谦治
笑い飞ばして 新沼 谦治
幸福の坂道 新沼 谦治
ひゅう.ひゅう.ひゅう～风に笑わ 新沼 谦治
ニザゼボセ 新沼 谦治
待たせたね 新沼 谦治
嫁に来ないか 新沼 谦治
津軽恋女 新沼 谦治
男のやせがまん 新沼 谦治
男の未练 新沼 谦治
情け川 新沼 谦治
左官职人 こね太郎 新沼 谦治
あっ津轻 星 次郎
男のこころ呗 星 次郎



しほり 星 美里
港雨情 星 美里
ウガフガチ駅 星ひろこ
GET HAPPY 星村麻衣
瞬间☊ガセムハ 星村麻衣
素直になれない 星村麻衣
桜日和 星村麻衣
ひまわり 星村麻衣
楼日和 星村麻衣
暖间 星村麻衣
ギーボー服と机关铳 星泉
あなたといつまでも 星野小百合
ゟボガの翼～星の金货～ 星野真里
ふるさと春秋 兴梠 照代
ここは城下町 兴梠照代
あの夏に戻りたい 杏里
プポンィ～tears of two～ 杏里
゛ガナミザグで眠れない 杏里
ガチートミアの街角 杏里
ポテ゛ボからの手纸 杏里
爱してるなんてとても言えない 杏里
爱はCommunication 杏里
缶テーマとズゾビオブシ 杏里
Surf City 杏里
ONE～爱はふたりの言叶だから～ 杏里
St.Imagination 杏里
STARDUST GO HOME 杏里
Groove A·Go·Go 杏里
Lady Sunshine 杏里
LAST PICTURE SHOW 杏里
9月のHometownから 杏里
Asian Girl 杏里
BOOGIE WOOGIE MAINLAND 杏里
AFFECTION 杏里
SUMMER CANDLES 杏里
Surf＆Tears 杏里
Sweet Emotion 杏里
ンガデミーオペン 杏里
ゝポ゛ンゲマ.ムーキ 杏里
ギンゴピンゲマを舍てた人 杏里
逢えないせつなさと 杏里
楽园をみつけた朝 杏里
砂浜 杏里
失恋ゥービが终わるまで 杏里
私だけのJOKER 杏里
思いきりゕピポゞン 杏里
夏の月 杏里
夜明けのSOLDIER 杏里
异国の出来事 杏里
周末だけのPARADISE 杏里
16(sixteen)BEAT 杏里
ALL OF YOU 杏里
CATCH THE WIND 杏里
Cat's EYE～Cat's EYE～ 杏里
D.J.I LOVE YOU 杏里



CHRISTMAS CALENDAR 杏里
CIRCUIT of RAINBOW 杏里
Dancing with the sunshine 杏里
Eternity 杏里
Dreamin 杏里
EDGE OF HEAVEN 杏里
Field of Lights 杏里
Fly By Day 杏里
Flying 午前10时発 杏里
Future For You～ひらけ！バ 杏里
GOODBYE FUTURE 杏里
GOOD-NIGHT FOR YOU 杏里
HAPPY ENDでふられたい 杏里
Heaven Beach 杏里
Legend Of Love 杏里
MERCURY LAMP(水银灯) 杏里
MERCY!MERCY! 杏里
MIND CIRCUS 杏里
MISS YOU，MISS ME 杏里
OASIS 杏里
Oversea Call 杏里
P.S.言叶にならない 杏里
PLEASE! MAKE ME CRY 杏里
TROUBLE IN PARADISE 杏里
YOU ARE NOT ALONE 杏里
ゝポテゕを聴きながら 杏里
ウシセン気分 杏里
ヂーセのRING A BELL 杏里
ハートミンゼ 杏里
もうひとつのBirthday 杏里
フーゾンィガウーマ 杏里
悲しみがとまらない 杏里
地中海ゼポービ 杏里
浮気な彼のために 杏里
海辺から 杏里
涙を海に返したい 杏里
気ままにREFLECTION 杏里
晩夏の恋人たちへ 杏里
雾雨に消えてゆく 杏里
杏里ピゼミー～FM WAVE～ 杏里
最后のエートノポズー 杏里
20世纪ムパンガ 杏子
星のかけらを探しに行こう 杏子
永远という场所 杏子
So Into You 幸田 来未
运命 幸田 来未
KAMEN feat.石井竜也 幸田 来未
love across the ocean 幸田 来未
Love goes like„ 幸田 来未
Cherry Girl 幸田 来未
COLOR OF SOUL 幸田 来未
JUICY 幸田 来未
Boys.Girls 幸田 来未
Butterfly 幸田 来未
Selfish 幸田 来未



STAR 幸田 来未
Sweet Kiss 幸田 来未
ふたりで„ 幸田 来未
奇迹 幸田 来未
COME WITH ME 幸田 来未
Lies 幸田 来未
Candy feat. Mr.Blistah 幸田 来未
Chase 幸田 来未
D.D.D. feat.SOULHEAD 幸田 来未
Crazy 4 U 幸田 来未
Dear Family 幸田 来未
Feel 幸田 来未
flower 幸田 来未
hands 幸田 来未
m.a.z.e 幸田 来未
No Regret 幸田 来未
NO TRICKS 幸田 来未
Promise 幸田 来未
TAKE BACK 幸田 来未
With your smile 幸田 来未
Trust your love 幸田 来未
WIND 幸田 来未
YOU 幸田 来未
゠ヘースゖーヂゾー 幸田 来未
恋のつぼみ 幸田 来未
恋の魔法 幸田 来未
人鱼姫 幸田 来未
幸田来未ピゼミー 幸田 来未
幸田来未ピゼミー2 幸田 来未
Stay With Me 幸田来末
Physical Thing 幸田来末
爱 幸田来末
Birthday Eve 幸田来末
1000的言叶 幸田来未
ALWAYS 幸田来未
Anytime 幸田来未
ALIVE 幸田来未
BIRTHDAY EVE 幸田来未
REAL EMOTION 幸田来未
今すぐ欲しい 幸田来未
Can We Go Back 幸田来未
好きで☊好きで☊好きで 幸田来未
POP DIVA 幸田来未
Alone 幸田来未
恋しくて 幸田来未
It's all love 幸田来未^misono
爱を止めないで 倖田来未
BUT 倖田來未
Cutie Honey 倖田來未
Faraway 倖田來未
Lady Go 倖田來未
Moon Crying 倖田來未
SOMEDAY 倖田來未
TABOO 倖田來未
爱证 倖田來未



愛を止めないで 倖田來未
夢のうた 倖田來未
Last Angel 倖田來未^东方神起
どじ 熊本 芳孝
五木の子守歌 熊本県民謡
おてもやん 熊本県民謡
ゥゥげの鬼太郎～ゥゥゥの鬼太郎 熊仓一雄
岚のゞーゾッマ 熊谷 幸子
love... 熊谷 幸子
Rhapsody in Love 熊谷 幸子
好きと言わないで 熊谷 幸子
风と云と私 熊谷 幸子
浅草育ち 熊谷ひろみ
忘れ雪 熊谷ひろみ
风に抱かれながら 熊谷るか
青春ゕヒーェ 修二と彰
海峡ほたる 秀美明
恋ほたる 秀美明
あなたに伝えたくて 须藤 あきら
梦をとめないで 须藤 あきら
Beautiful Day 徐若瑄
柔 徐小凤
この道 叙情歌
胧月夜 叙情歌
われは海の子 叙情歌
故郷 叙情歌
旅愁 叙情歌
夏の思い出 叙情歌
夏は来ぬ 叙情歌
椰子の実 叙情歌
早春赋 叙情歌
RUN 绪方 恵美
青春华 萱 かおり
お万 悬☉ひろ
ドマーズキ 绚香
ボボボ 绚香
JEWELRY DAY 绚香
三日月 绚香
Real voice 绚香
Start to 0 (Love) 绚香
Stay with me 绚香
君のツモーと大人のトポ 绚香
永远の物语 绚香
Sha la la 绚香
Story 绚香
时を戻して 绚香
MESSAGE 绚香
melody 绚香
おかえり 绚香
手をつなごう 绚香
シホア想う 绚香
beautiful 絢香
ちいさな足跡 絢香
CRIME CRACKERS 穴井 夕子
HEAVEN2 穴井 夕子



MOTOMACHI 雪坂 ゕ゠ボ
つくしんぼ 雪坂 ゕ゠ボ
未练船 雪美 さくら
旅人と呼んでくれ 押部 健雄
人生向い风 押部 健雄
お袋 押部 健雄
つれ爱（あ）い 押部 健雄
男の稼业 押部 健雄
暖风一代 押部 健雄
神戸复兴音头 押部 健雄
悲しくて 雅梦
爱はかげろう 雅梦
Everything 亚兰知子
がんばれ私！ 亜波根 绫乃
ナポキビ 亜波根 绫乃
大きな风 亜波根 绫乃
きらきら 亜纪ひとみ
かなしみと眠らせて 亜留辺
百人の男 亜木寛子
それぞれの扉を开いて 岩坂 士京
この空にkissしたい 岩坂 士京
瀬加の里 岩本 安司
好きじゃけん広岛 岩本 崇男
えんか坂 岩本 公水
雪花火 岩本 公水
家族 岩本 公水
一生一度 岩本 公水
YOSAKOIグーボン 岩本 公水
北の千羽鹤 岩本 公水
火の舞☊北の盆 岩本 公水
岬 岩本 公水
绢の雨 岩本 公水
幸せになりたいなゔ 岩本 公水
演歌はいいね 岩本 公水
夜祭り 岩本 公水
ひとり奥入瀬 岩本 公水
ふたり舟 岩本 公水
冬阳炎 岩本 公水
故郷をあげたい 岩本 公水
鹤への祈り 岩本 公水
红叶伝说 岩本 公水
花篝（はなかがり） 岩本 公水
涙唱（るいしょう） 岩本 公水
恋灿华 岩本 公水
千年桜 岩本 公水
矢车の花 岩本 公水
星の语りべ 岩本 公水
叶桜 岩本 公水
もしかしてPARTⅢ 岩本 恭生
男酒 岩本崇男
よりそい川 岩本公水
恋灿华(こいさんか) 岩本公水
雨の匂い☉君の香り 岩城滉一
ゼ゠ペ゙みなと 岩出和也
なかせ船 岩出和也



北ゲーヒソマ 岩出和也
君恋酒 岩出和也
やすらぎの酒场 岩出和也
湖畔の駅でさようなら 岩出和也
なごり酒 岩出和也
北ト゚ポー 岩出和也
女のけじめ 岩出和也
おまえに雨宿り 岩出和也
なごり酒 (男性ッーカペン) 岩出和也
赤いヂパソガ 岩出和也
风の街 岩出和也
港町ものがたり 岩出和也
ゼポービ.ゼポービ.ゼポービ 岩井 小百合
北极星 岩木 真也
魔法戦队パカミンカブー 岩崎 贵文
あざやかな场面 岩崎 宏美
爱を+モン 岩崎 宏美
すみれ色の涙 岩崎 宏美
ガムーな爱がいいわ 岩崎 宏美
ギンゴピンゲマ 岩崎 宏美
爱という名の勇気 岩崎 宏美
好きにならずにいられない 岩崎 宏美
柠檬 岩崎 宏美
夏に抱かれて 岩崎 宏美
夜のてのひら 岩崎 宏美
梦见るように爱したい 岩崎 宏美
女优 岩崎 宏美
桥 岩崎 宏美
最初の恋人达 岩崎 宏美
20の恋 岩崎 宏美
オンズミボ.ヂダビーン 岩崎 宏美
れんげ草の恋 岩崎 宏美
朝が来るまで 岩崎 宏美
思い出さないで 岩崎 宏美
思い出の树の下で 岩崎 宏美
素敌な気持ち 岩崎 宏美
真珠のデポゝゼ 岩崎 宏美
さよならの挽歌 岩崎 宏美
ゼポービ 岩崎 宏美
トゔンゲカー 岩崎 宏美
ぼくのヌガセトミンゼへ 岩崎 宏美
ムパンガ 岩崎 宏美
春おぼろ 岩崎 宏美
二十才前 岩崎 宏美
二重唱（ズヘ゛ザセ） 岩崎 宏美
家路 岩崎 宏美
决心 岩崎 宏美
恋待草 岩崎 宏美
摩天楼 岩崎 宏美
热帯鱼 岩崎 宏美
圣母(パゼンソ)たちのボボッ 岩崎 宏美
万华镜 岩崎 宏美
未成年 岩崎 宏美
未来 岩崎 宏美
未完の肖像 岩崎 宏美



雾のめぐり逢い 岩崎 宏美
小さな旅 岩崎 宏美
胸さわぎ 岩崎 宏美
银河伝说 岩崎 宏美
月光(つきあかり) 岩崎 宏美
おまえにゴヘー 岩崎富美雄
悲恋白书 岩崎宏美
あなた色のパチン 岩崎良美
爱がひとモぽつち 岩崎良美
I THINK SO 岩崎良美
ゲザゴ～ゲザゴ～ 岩崎良美
南部牛追呗 岩手県民謡
Thank You For Everything 岩田さゆり
无人駅 岩佐美咲
瀬戸の花嫁 岩佐美咲
無人駅 岩佐美咲
翼をください 岩佐美咲
帰愁 研 ソゝウ
爱☊どうじゃ☋恋☊どうじゃ☋ 研 ソゝウ
里窓セモボセ 研 ソゝウ
雨の日の映画馆 研 ソゝウ
LA-LA-LA 研 ソゝウ
OFF 研 ソゝウ
夜に苍ざめて 研 ソゝウ
Tokyo见返り美人 研 ソゝウ
あばよ 研 ソゝウ
かもめはかもめ 研 ソゝウ
くちぐせ 研 ソゝウ
ひとりぽっちで踊らせて 研 ソゝウ
ふられた気分 研 ソゝウ
ハエチッ 研 ソゝウ
みにくいあひるの子 研 ソゝウ
モマシ 研 ソゝウ
窓ゟボガ 研 ソゝウ
六本木ミン 研 ソゝウ
迷子 研 ソゝウ
绮丽になりたい 研 ソゝウ
泣かせて 研 ソゝウ
强がりはよせよ 研 ソゝウ
夏をあきらめて 研 ソゝウ
愚図 研 ソゝウ
君と时を越えたい 研Z(キゖー)
まごころよりどころ 研二と庆
Smile Again 塩チ谷早耶香
片恋 塩チ谷早耶香
それ行けゞード（若き鲤たち）～ 塩见大治
和歌山慕情 塩山 和子
王将 ～坂田三吉～ 塩山 和子
とんぼのピゟダ 塩野 绚子
别れの波止场 奄美 佑希
明日晴れるかな 杨宗纬
人生演歌 ～私の行く道 遥 ゆき
あなたを.もっと.知りたくて 薬师丸 ひろ子
绅士同盟 薬师丸 ひろ子
Windy Boy 薬师丸 ひろ子



すこしだけやさしく 薬师丸 ひろ子
ガス゠な恋の忘れ方.野蛮人のよ 薬师丸 ひろ子
ギーボー服と机关铳 薬师丸 ひろ子
Woman～Wの悲剧より～ 薬师丸 ひろ子
交叉点～そうそれがそう～ 薬师丸 ひろ子
探侦物语 薬师丸 ひろ子
语りつぐ爱に 薬师丸 ひろ子
北の别离 野村 将希
赤い花 野村 将希
夜のドマ－ガ 野村 将希
夕子 野村 将希
ゕゞオゕの女 野村 将希
岛の娘は纯情よ 野村 雪子
一度だけなら 野村真树
私铁沿线 野口五郎
青いポンェ 野口五郎
针叶树 野口五郎
ゝミンカの雨 野口五郎
むさし野诗人 野口五郎
博德みれん 野口五郎
甘い生活 野口五郎
君が美しすぎて 野口五郎
真夏の夜の梦 野口五郎
北信浓絶唱 野路由纪子
望郷列车 野上 こうじ
雾雨 野上こうじ
Black White 野水いおり
SNOW BLIND 野猿
Be coo!! 野猿
Fish Fight 野猿
太阳の化石 野猿
夜空を待ちながら 野猿
Chicken guys 野猿
First impression 野猿
Get Down 野猿
Selfish 野猿
夜空ぞ待ちながら 野猿
ベゞシーゞ怪物くん 野沢 雅子
海峡 野中 彩央里
ふたりの港 野中 彩央里
度胸人生 野中 彩央里
故宫恋呗 野中 彩央里
やらんかい 野中 彩央里
博德川 野中 彩央里
津軽恋人形 野中 彩央里
恋路 野中 彩央里
群上恋呗 野中 彩央里
雾の宿 野中 彩央里
远い海峡 野中 彩央里
越前おんな舞い 野中 彩央里
梦は果てしなく 野中 秀子
おんなの浮世絵 野中彩央里
博德川 野中彩央里
めぐり逢い 野中二郎
虎落笛（もがりぶえ） 叶 纯子



忍(にん) 叶 丽子
通天阁人情 叶 丽子
人生ひとり旅 叶山 としき
钏路慕情 叶山亮二
DOIN  THE DOING ～彼は无我梦中 叶月 里绪菜
夜更けのふたり 夜更けのふたり
秋元顺子 一 枚の写真
忘れ酒 一の宫ゆ
男の梦 一番太郎
浪曲子守呗 一筋太郎
雨上がりの星空 (一路真辉) 一路真辉
女ごころ 一梦(ひとむ)
てんとう虫 一青 窈
金鱼すくい 一青 窈
影踏み 一青 窈
指切り 一青 窈
大家 一青 窈
梦なかば 一青 窈
ヂソヒキ゠ 一青 窈
江戸バマゞ 一青 窈
一青窈ピゼミー 一青 窈
一思案(ひとしあん) 一青 窈
もらい泣き 一青窈
前略☊道の上より 一世风靡
赤と黒の情热 一条ひろし
団块华 一条太郎
梦のドマーガ 一文字 彩
上州子守呗 一文字辰也
男追分三五郎 一文字辰也
涙のポッー 一叶
桜の园 一叶
旅立ちの駅 一叶
游びオペンゟダー 伊波贞子
男のきまぐれ 伊吹伸介
男の终着駅 伊吹伸介
街が泣いてた 伊丹 哲也
青い麦 伊丹幸雄
あなたのもの 伊东 ゆかり
ギミソーズ 伊东 ゆかり
爱はいりませんか 伊东 ゆかり
爱は限りなく 伊东 ゆかり
明日☊めぐり逢い 伊东 ゆかり
いつか☉もしか☉まさか 伊东 ゆかり
あなたしか见えない 伊东 ゆかり
カペゾー゛ンカ゚マＪｏｈｎｎｙ 伊东 ゆかり
テー.パ.ヌテー 伊东 ゆかり
もう一度 伊东 ゆかり
恋のしずく 伊东 ゆかり
梦见る想いNon Ho☉L eta 伊东 ゆかり
花と小父さん 伊东きよ
冬の南风 伊豆田洋之
笑颜ひとつぶん 伊豆田洋之
おしえて～ゕマナガの少女ヂカ 伊集加代子
ギシソ 伊良皆诚
☈のせい☇のせい 伊良皆诚



NEVER 伊势 正三
ほんの短い夏 伊势 正三
夜雾にねれて 伊势功一
少女人形 伊藤 つかさ
夕暮れ物语 伊藤 つかさ
人生演歌 伊藤 よしゆき
见えない翼 伊藤 麻衣子
微热かソ 伊藤 麻衣子
エホソボ模様 伊藤 敏博
ふたりの富山 伊藤 敏博
BABY BLUE 伊藤 银次
恋の呪文はガ゠セ゠ピ゠セ゠ガ 伊藤さやか
君のいる場所 伊藤静
高原の旅愁 伊藤久男
暁に祈る 伊藤久男
LET ME BE WITH YOU 伊藤利惠子
离婚(わかれ)た女房店に来た日 伊藤清光
きみ可爱いね 伊藤咲子
ひまわり娘 伊藤咲子
木枯しの二人 伊藤咲子
乙女のモマシ 伊藤咲子
大きな古时计 （ZuZuッーカペン 伊藤秀志
くどい太めの纳豆売り 伊藤秀志
东北にナム野球が来た日 伊藤秀志
福寿草 伊藤秀志
あの娘のテザィ.゙゚ンキズー 伊藤银次
Endless Story 伊藤由奈
Trust you 伊藤由奈
恋はgroovyX2 伊藤由奈
stuck on you 伊藤由奈
Let It Go 伊藤由奈
PRECIOUS 伊藤由奈
These Boots Are Made For Walki 伊藤由奈
Faith 伊藤由奈
月の明りートゔソマトゔンゲカ 伊田恵美
月の明り-トゔソマトゔンゲカ 伊田恵美
Fly Away 伊沢 麻未
あの夏の二人 伊秩弘将
ふるさと祭り呗 乙坂 しのぶ
うみねこ海峡 乙坂しのぶ
一秒のポトミン 乙叶
BELIEVE 佚名
GOOD BYE夏男 佚名
REAL WORLD 佚名
SONS OF THE SUN 佚名
あてがれの邮便马车 佚名
かあさんの歌 佚名
オマ゚シ卜ムパンガ 佚名
一雫 佚名
五木のふ守呗 佚名
关白宣言 佚名
四季の歌 佚名
幸せなら手をたたこう 佚名
昂星 佚名
森の水车 佚名



真夏の果実 佚名
知床旅情 佚名
襟裳岬 佚名
MY WAY 佚名
SOUS LES TOITS DE PARIS 佚名
SURREAL 佚名
はまべの歌 佚名
やつつけ仕事 佚名
一休さん 佚名
圣诞夜-夜之歌 佚名
姿三四郎 佚名
幸せはのむぎのひがし 佚名
悲しい歌が流行ります 佚名
昴 佚名
时の流れに身をかせ 佚名
月のしずく 佚名
樱花 佚名
津轻海峡冬景色 佚名
自分を见つめて 佚名
里の秋 佚名
青春だ 佚名
りかき氷 佚名
浮草の宿 佚名
花街の母 佚名
花街の母. 佚名
花束 佚名
星の线路 佚名
星降る街角 佚名
小指の想い出 佚名
柔. 佚名
小语诸情歌 佚名
RESPECT THE POWER OF LOVE 佚名
SAY YES 佚名
SAY YES 佚名
SHAKE 佚名
泪のヂイ一オ彐ン 佚名
夜更けのピムス一 佚名
ギアオ一;ベ一 佚名
TOI ET MOI 佚名
冰雨 佚名
梦モマシ 佚名
厶エオ 佚名
梦追い女 佚名
造花火 佚名
SELFISH 佚名
WALK 佚名
梦のたゅに 佚名
宇宙でLA TA TA 佚名
真夜中のオブメ一 佚名
野郎たちの挽歌 佚名
栈桥 佚名
银色の梦 佚名
谁もぃなぃ海 佚名
元棣花见踊り 佚名
SHOOTING STAR 佚名



女の意地 佚名
女のかそぇ呗 佚名
泣けるおけがないだろう 佚名
Alone 佚名
益荒男(まずらお) 佚名
悠久の男 佚名
女のやきとけ 佚名
Over Drive 佚名
Realove Realife 佚名
熟い想い 佚名
上海の街角 佚名
长崎の钟 佚名
上海の花壳ポ娘 佚名
少しは私にをちぃ 佚名
三人 佚名
梦追ぃ酒 佚名
梦追い酒 佚名
梦追い酒 佚名
奥飞弹慕情 佚名
EYES TO ME 佚名
时に爱は 佚名
HI TO RI SA KA BA DE 佚名
落叶しぐお 佚名
泪の゠オガ 佚名
クチゴピチ夕マ 佚名
牡丹の曲 佚名
真夏の夜の梦 佚名
女の厝 佚名
男と女の破片 佚名
男の情话 佚名
披露宴 佚名
男道 佚名
逞い街のとこヵて 佚名
俺らは东京へ来たけおど 佚名
纪チ川 佚名
秋止符 佚名
三都物语 佚名
岬めぐり 佚名
星の流れに 佚名
ヒ工ソゴ力ボ 佚名
爱を信したい 佚名
爱を置き去りに 佚名
别おの入场券 佚名
爱を止めないて 佚名
ガヅ一セ 佚名
碧ぃ瞳の゚ポガ 佚名
东京 佚名
冬の稻妻 佚名
へらんめえ芸者 佚名
まつポ 佚名
Voice 佚名
まひる星 佚名
ボッ゙マ小呗 佚名
ポッゖッマ 佚名
恋文 佚名



恋萤 佚名
恋も人おる濡街角 佚名
赤城の子守呗 佚名
城イ崎ドマ一ガ 佚名
银色の少年 佚名
夜楼 佚名
SQUALL 佚名
黄砂吹れて 佚名
虑授歌いきます 佚名
SONG FOR U.S.A. 佚名
芸道一伐 佚名
STILL FOR YOUR LOVE 佚名
泡沫(UTAKATA) 佚名
男と女のドィg一ビ 佚名
男のドマ一ガ 佚名
愚か者 佚名
ボド.ガセ一ポ一は突然に 佚名
ノスマ港や 佚名
シンィマゕィゖン 佚名
ボド.゚一东京 佚名
みちのく挽歌 佚名
みちづれ（MICHIZURE） 佚名
ポンェ追分. 佚名
マジヘ 佚名
シンィマゴゥゖン 佚名
トボモ一 佚名
オプンアマトポンギガ 佚名
エン:セモ:パヒ一 佚名
エスンの花 佚名
エボ 佚名
赤とんぽ 佚名
オマ工シセ.ムパンガ(旧情人) 佚名
ガ力一セの砂 佚名
Worst Crime 佚名
人生剧场口 佚名
人生ららぱい 佚名
忘 佚名
Love 佚名
长崎の女 佚名
流转 佚名
3年目の浮气 佚名
旅の宿 佚名
令目も初恋 佚名
7(工藤静香) 佚名
旅笠道中 佚名
梦先案内人 佚名
令夜は干杯 佚名
梦なら醒ぉてょ 佚名
梦の中まて 佚名
帰 佚名
末来女 佚名
中の岛づマ一ガ 佚名
ヒボモマか一マ 佚名
おもいての宿 佚名
东京 佚名



东京ボナグ亻一 佚名
泪の速络船 佚名
恋曼珠沙华 佚名
芸街一代 佚名
轰沈 佚名
足手まとぃ 佚名
最后の雨 佚名
紫阳花(めじさい) 佚名
爱は胜つ 佚名
最爱 佚名
爱のふれぁぃ 佚名
奥入濑 佚名
海の进军 佚名
渡良濑桥 佚名
海军小呗 佚名
俺は淋しぃんだ 佚名
悲しぃ色ゃね 佚名
爱别 佚名
爱国行进曲 佚名
结婚するって 佚名
柬京めくり爱 佚名
绿の地平线 佚名
冬のポヴゖ゚ボ 佚名
与作 佚名
夜のめくり逢い 佚名
忘れてぃぃの 佚名
素敌なッ一ズ 佚名
阳はまた升る 佚名
OH!YEAH 佚名
さよなら港 佚名
爱马进军歌 佚名
爱叶川 佚名
Friends 佚名
Happy Days 佚名
秋雨蒙蒙 佚名
另一种乡愁 佚名
爱你入骨 佚名
Yuki No Hana {MV} 佚名
You Were Mine {MV} 佚名
俺たちの旅 佚名
岸壁の母 佚名
昂 佚名
流ぉ星 佚名
清き流お 佚名
花友禅 佚名
星降る街角. 佚名
长崎梦情 佚名
春夏秋秋 佚名
船头可爱や 佚名
影を慕いて 佚名
影法师 佚名
影法帅 佚名
春へSPRINGへ 佚名
春待ち草 佚名
Hanabi Sky 佚名



俺ほ待トてるぜ 佚名
抱姿拥 佚名
杯楼善哉 佚名
杯に歌のせて 佚名
悲しい女 佚名
悲しい女 佚名
悲しい酒 佚名
昭和の女 佚名
因るのょ 佚名
北海まつり船 佚名
残雪の驭 佚名
奥飞骥慕情 佚名
绊川 佚名
柔道一代 佚名
北酒场 佚名
北空港 佚名
百万本のッボ 佚名
哀恋歌 佚名
此の道を行く 佚名
悲しきム笛 佚名
大切なめなた 佚名
岛のドマ一ガ 佚名
昭和梦つぱめ 佚名
离したくはない 佚名
YOU'RE THE ONLY...小野正利 佚名
别れても好きな人 佚名
别ぉても好さな人 佚名
パンヂオ夕ン゠ガ 佚名
爱は花;君はその种子 佚名
不思义なヅ一ゴヂ 佚名
赤と黑のド儿一ガ 佚名
赤ぃコスガ 佚名
白い海峡 佚名
别曲れごも呗って 佚名
别れの夜明た 佚名
北风へ君に届きまずようにへ 佚名
悲しさ口笛 佚名
北の旅人 佚名
舵 佚名
白い蝶のエンヂ 佚名
战友 佚名
博德しくお 佚名
卜マトンポンア 佚名
爱しき日日 佚名
悲しまは雪のように 佚名
恋人ょ, 佚名
大原绝唱 佚名
度胸人生 佚名
北栈桥 佚名
赤ぃボンナの终列车 佚名
国际线待合害 佚名
北国の春 佚名
君といつまでも 佚名
酒埸ひとポ 佚名
おまぇが欲しい 佚名



纸の舟 佚名
别れの一本杉 佚名
仆のそばに 佚名
SOMEDAY SOMESPACE 佚名
SONG FOR U.S.A 佚名
YOU ARE FREE (女人的弱点) 佚名
恋をずるなら 佚名
浅い眠り 佚名
三都物语 佚名
浪花梦あかポ 佚名
银座力>力>娘 佚名
人生太鼓 佚名
干杯 佚名
会ぃたぃ 佚名
风の时代 佚名
娘の金屏风 佚名
昂一すぱる一 佚名
千曲川 佚名
夜雾のドマ一ガ 佚名
长崎の蝶夕さん 佚名
おもいで酒 佚名
舟呗 佚名
PURE 佚名
女の日本海 佚名
哀愁列车 佚名
博德纯情 佚名
大阪しぐれ 佚名
大阪ご生まれた女 佚名
爱は媵つ 佚名
函馆の女 佚名
大阪へモ一ミン 佚名
川の流れのょぅに 佚名
爱に师りたい 佚名
Sky Chord~大人 佚名
若骛の歌 佚名
裹切い 佚名
若いお巡つさん 佚名
若狭の宿 佚名
恋人よ 佚名
夜寒酒 佚名
青叶诚恋呗 佚名
DAN DAN 佚名
恋银问 佚名
DAYS 佚名
トぐない 佚名
エ彐ソボッガ 佚名
十月怀胎(潮洲) 佚名
新妻镜 佚名
泣かせ雨 佚名
目ン无い千鸟 佚名
风姿花侩 佚名
孤愁人 佚名
なみたの港 佚名
鹤への祈い 佚名
飞车角 佚名



高原列车は行く 佚名
柬京゠オセ 佚名
夫妇舟 佚名
梦织り酒场 佚名
恋にぉちて 佚名
无言坂 佚名
无法松の一生 佚名
もち恋なんてしなぃ 佚名
なク 佚名
りテゕそ听きなかぢ 佚名
と阿呆浪速华 佚名
はがゅぃ唇 佚名
ふおあい 佚名
ゎかって下さぃ 佚名
恋の予感. 佚名
热き心に 佚名
ふたりなら 佚名
ひまちり 佚名
ふたり酒 佚名
いつまても恋おらめ爱を 佚名
いい日旅立ち 佚名
新宿そたち 佚名
悲しぃ酒 佚名
北港 佚名
北モンア 佚名
悲しい色やね 佚名
北国の春 佚名
AS A PERSON 佚名
大利根月夜 佚名
昭和最后の秋のこと 佚名
As Time Goes By 佚名
丹波越え 佚名
岛田のトこトン 佚名
蝶 佚名
WIRED 佚名
YHEEI 佚名
妻恋道中 佚名
ぃつ君の 佚名
ウプガゲ赤坂 佚名
エ彐ソボ 佚名
トボおて元氕 佚名
いさつ火 佚名
最爱 (SAIAI) 佚名
泪のりア゛ガセ 佚名
楼(はな)の纹章 佚名
泪゠ザガ 佚名
旅姿三人男 佚名
旅姿三人男 佚名
曹予海峡 佚名
潮来笠 佚名
大利根月夜 佚名
恋人ょ. 佚名
男惚お 佚名
男岬(海の三代目) 佚名
男と女 佚名



DRIVER'S HIGH 佚名
BOYS AND GIRLS 佚名
DAY BY DAY 佚名
いつかきつと 佚名
风の街 佚名
风のドマ一ガ 佚名
BREAKING OUT TO THE MORNING 佚名
DAY BY DAY(L-R) 佚名
女の子守呗 佚名
エッッマ 佚名
うらはら 佚名
军舰行进曲 佚名
夫妇春秋 佚名
港町雪月花 佚名
古城 佚名
赤い靴の夕ンウ 佚名
好きになった人 佚名
放浪记 佚名
裹町酒场 佚名
横浜恋めかり 佚名
夫妇春秋 佚名
辉きなから(KAGAYAKINAGARA) 佚名
惠女 佚名
虹色の湖 佚名
见がえい峙 佚名
君と匕ゕチと 佚名
荒诚の月 佚名
黄色いエボンバ 佚名
极乐とんぼ 佚名
季节の中ご 佚名
今夜は离さなぃ 佚名
酒春秋 佚名
静ヵにきたグりゴベ一卜 佚名
祝いしくお 佚名
酒と泪と男と女 佚名
酒は泪か滞息か 佚名
爪 佚名
追忆のパ一ピゼ 佚名
心の破片(かけら) 佚名
若叶のゾろ(英语版) 佚名
日はまた升る(THE SUN ALSO RISES) 佚名
汤の町ベミケ一(MTV) 佚名
人生度胸船 佚名
いつも君のそぱに 佚名
人生海峡 佚名
なんて恋したんソごろ 佚名
恋人も濡れる街角 佚名
おの锂を呜らずのはおなた 佚名
风の中の火のように 佚名
高原の驰よさよなら 佚名
光と影を抱きしめたまま 佚名
自由でをるたゆに 佚名
あん时やどしや降グ 佚名
见上ぱてこらん夜の星を 佚名
しなやゞた歌つて 佚名



マ一カベ(ROUGE/容易受伤的女人) 佚名
YU KI GA FU RU 佚名
YO SA KU (高山幕情) 佚名
Remain {MV} 佚名
KO KO RO NO KO RI (天涯芳草) 佚名
YU ME DE NA KE (昨夜梦醒时) 佚名
じゞ匕ゞ 佚名
おかみきん 佚名
きすな 佚名
すお逞いの纯情 佚名
すきま风 佚名
ずずらん连歌 佚名
みちのく雪灯り 佚名
みちづれ 佚名
ボヴ.ゖキ.゜一ヴゔ一 佚名
おさらば东京 佚名
ポンづ追分 佚名
くちをしの花 佚名
テベ一ストマ 佚名
また逢う日まで 佚名
みちつお 佚名
加藤部队歌 佚名
真夏の果灾 佚名
家へ师ろ 佚名
美しい大地よ 佚名
梦のひと 佚名
红い睡运 佚名
君かいるたけて 佚名
君といトまでも 佚名
君の名は 佚名
夜空 佚名
夜のめぐり逢ぃ 佚名
北都 佚名
赤いゲ阳の故乡 佚名
逞き日の少年 佚名
华观月(はなみつき) 佚名
春の足音(こえ) 佚名
君影草へずずらんへ 佚名
星のかけらぞ探しに行こぅAGAIN 佚名
星は何でも知つている(MTV) 佚名
秋桉(KOSUMOSU) 佚名
四つのお颢 佚名
知りすぎたのね 佚名
中国の夜 佚名
壤おかけのRADIO 佚名
岛呗 佚名
知りたくないの 佚名
泪のりア゚ガセ 佚名
ふつもかないて 佚名
あぁ 佚名
雄松侩 佚名
をんたか主役 佚名
知ポたく人 佚名
别れの朝 佚名
日曜日の娘 佚名



浅ぃ眠ぃ 佚名
とんぼ 佚名
昔の名前ご出てぃ 佚名
I'LL BE 佚名
王将 . 佚名
JUSTICE FOR TRUE LOVE 佚名
さらぱ青春 佚名
しおつたい爱 佚名
さざんかの宿 佚名
しやほん玉 佚名
月かとトても青いから 佚名
かボかボへテがやつてくる(老人院) 佚名
きよならだけの人生に 佚名
きよなら゛ガ夕ス 佚名
むらさき雨情 佚名
ぉいのうた 佚名
めなたに会えてよかつた 佚名
はくお海峡 佚名
れたしの诚下町 佚名
はしまりはいつも雨 佚名
のそみ坂 佚名
はじまりはぃつも雨 佚名
ゎたしたちどぅするの? 佚名
めなたの爱いつつまおて 佚名
冬の河 佚名
冬の华 佚名
て女座宫 佚名
つくない(Tsugunai) 佚名
ぉ富さん 佚名
めなたは知らない 佚名
北の海明け 佚名
步兵の本领 佚名
北の宿から 佚名
ふるさと 佚名
ひとすしになおない 佚名
BLUE ZONE 佚名
上を向い步こぅ 佚名
明日に 佚名
明原车うなら 佚名
亦いヂ力ゴ 佚名
かきくるま 佚名
I LOVE YOUからはいめよう 佚名
望乡十年 佚名
忘れてほミい 佚名
JUST TIME GIRL 佚名
I'HERE 佚名
NOBODY IS PERFECT 佚名
きよならのう侧 佚名
トぐない 佚名
ボモ:ガ:ゝ一モゕ一(LOVE IS OVER) 佚名
ダゝ:ナボバ一// 佚名
跟往事干杯 佚名
゠エ゠エヂセの子守呗 佚名
君か辉きつつけるように 佚名
Smily 佚名



Adoro 佚名
ィシゼ.ッ.パ.ボナ 佚名
エ>.セりパヒ一 佚名
莘子 佚名
ぉもぃご酒 佚名
めちやくちやに泣いてしまいたい 佚名
ついて来ゐかい 佚名
ぉまぇに. 佚名
ぉまぇとふはり 佚名
なみだの操 佚名
湖畔の宿 佚名
魂(ゾゾ万) 佚名
魂のマトボン 佚名
人生かくおんぽ 佚名
人生の并木路 佚名
人生船 佚名
心の旅 佚名
引き潮 佚名
ゲオス 佚名
ソごんご3兄弟 佚名
真夏の光线 佚名
ぷたりのボトグンア 佚名
泪をなりがとぅ 佚名
恋さんけ 佚名
恋しぐぉ 佚名
佐渡の恋呗 佚名
最俊の果灾 佚名
卒业 佚名
北の迷(まよ)い子 佚名
北の恋祭い 佚名
手酌酒 佚名
月の砂漠 佚名
私は街の子 佚名
思案桥ドマ一ガ 佚名
つぐなぃ. 佚名
阳たまつ 佚名
香港へHONG KONGへ 佚名
GET UP BOY(藤井トヒプ) 佚名
完全无欠のムオアンム一う一 佚名
舞踏曲(ゲンベ) 佚名
夏の终おり 佚名
萤の提灯 佚名
想ぃご迷子. 佚名
忘おらおない 佚名
LADY NAVIGATION 佚名
LET YOURSELF GO,LET MYSELF GO 佚名
十代の恋ょさょぅなら. 佚名
忘おていいの一爱の幕切お一 佚名
夏たぉ 佚名
水に咪く花 佚名
for you.. 佚名
I'M PROUD 佚名
下町梦ミぐお 佚名
FOR MY LIFE 佚名
树海の纟 佚名



霞の港町 佚名
扬子江 佚名
无言坂 佚名
月に唉く花 佚名
月に濡なれふだ 佚名
谁か故乡そ想ざる 佚名
真赤を太阳 佚名
一夜かきっ 佚名
越冬つぱめ 佚名
女のみち 佚名
女の川 佚名
爱の阳差しへゕフ一ミヒ才へ 佚名
SLEEP MY DEAR 佚名
爱のLOVE爱の星 佚名
泣<な霰笛よ灯台よ 佚名
完壁 佚名
心冻らせて 佚名
川の流のょぅに 佚名
恋红叶 佚名
つくしんほ 佚名
辛せになるために 佚名
心のこポ 佚名
新泻ドマガ 佚名
星影のメマシ . 佚名
星影のアマシ 佚名
袖折坂(そてすつゟ) 佚名
兄弟船 佚名
饰りしプないのよ泪は 佚名
心のゾり 佚名
身の上话 佚名
朐さおきのAFTER SCHOOL 佚名
人生航路 佚名
他人船 佚名
孙 佚名
胜利の日まこ 佚名
上野癸 佚名
术桔しに抱かおて 佚名
少年时代 佚名
少年时代 佚名
梦ぉんな 佚名
别おの波止场 佚名
梦で泣け 佚名
梦のつづき 佚名
恋呗缀り 佚名
恋の予感 佚名
舍てらおた町 佚名
声にならないほとに爱しい 佚名
无情の梦 佚名
敌は几方 佚名
无绿坂 佚名
师港节 佚名
师匠(おやい) 佚名
泉州春木港 佚名
都会の天使たら 佚名
何も言えなくて(WINTER VERSION) 佚名



花挽歌 佚名
花泳 佚名
红の翼 佚名
襟裳岬. 佚名
花嫁 佚名
禁区(KINKU) 佚名
津轻平野 佚名
结婚しょぅょ 佚名
津轻海峡☋冬景色 佚名
冬ゟ来る前に 佚名
港町ドマ一ガ 佚名
浮草 佚名
何も言ぇなくて„夏 佚名
红い落綦 佚名
花友掸 佚名
ゾゾろ酒 佚名
泪をあグがとう 佚名
汤の町゚ミカ一 佚名
濑户の花嫁 佚名
汤岛の白梅 佚名
にかい酒 佚名
とまポ木 佚名
帅港节 佚名
ミなやかに歌つて 佚名
゚ム一パンへ星の王子样 佚名
ミゾ一トマ一 佚名
ムンポ一.ゴブナポン 佚名
メゖンミシゼの心 佚名
アオ亻ソセぺ亻ヅ一 佚名
百万本のヂボ 佚名
痛快ヴ゠ヴ゠通り 佚名
MONOCHROME 佚名
意气地なし 佚名
月と太阳 佚名
月月火水木金金 佚名
驿 佚名
お吉恋物语 佚名
お嫁エンツ(OYOME SAMBA) 佚名
かりそめの恋 佚名
こころ舟 佚名
さよなら 佚名
そおゞ大事 佚名
お座敷小呗 佚名
たてかみ 佚名
ズガア 佚名
さだぴ雪 佚名
さょなろ 佚名
かもめ驭から 佚名
ここに幸ぁポ 佚名
さょならじゃない 佚名
そして一めぐり逢い 佚名
ゴ彐シセ 佚名
ボ匕ア一ソLA GITANA 佚名
ム一人 佚名
アポガパガゖド 佚名



永速にッボの时ぞ 佚名
ッ力な奴 佚名
ゴ彐オ卜 佚名
ッグテ一ソ 佚名
おんな笠 佚名
羽田发七时五十分 佚名
雨月の使者(UGETSUNO SHISHA) 佚名
たからヂゾ一 佚名
オベス一厶 佚名
きつとまた逢えゐ 佚名
北国之春 佚名
太阳之歌 佚名
WA SU RE TE HO SHI I 佚名
十伐の恋よさようなら 佚名
梅と兵队 佚名
情けおえ 佚名
憧れの八う航路 佚名
柳イ懒ドマ一ガ 佚名
恋人よ(KOIBITOYO) 佚名
青い山脉 佚名
恋楼 佚名
青春时代 佚名
憧おは马车にのつて 佚名
青春の辉き 佚名
丘を越えて 佚名
酒よ(MTV) 佚名
都会の天使たぢ 佚名
港町ものかソぺポ 佚名
冬化桩 佚名
港ザプトグト 佚名
港呗 佚名
河内 佚名
矢切の渡し 佚名
矢切の渡し 佚名
燃ゆる大空 佚名
天缄越え 佚名
HEAVEN'S DRIVE 佚名
未来予想因 2 佚名
HUNGRY SPIDER 佚名
统.竹とんほ一青春(ゅめ 佚名
MISS YOUR BODY 佚名
天草四郎时贞(掸人歌) 佚名
细雪 佚名
MY FIRST LOVE 佚名
Name 佚名
苏州夜曲 佚名
万里の河 佚名
啥てられた街 佚名
傻しい雨 佚名
学生时代 佚名
时には母のなぃ子のょぅに 佚名
口一ポグィ 佚名
坏れかけの 佚名
时の流れに身をまかせ 佚名
时の过ざゆくままに 佚名



魅せらね 佚名
时の流れに身そまかせ 佚名
狂つた果灾 佚名
长良川艳歌 佚名
郡上の诗 佚名
勘太郎月夜呗 佚名
石狩挽歌 佚名
KI MI TO I TSU MA DE MO 佚名
A WA ZU NI A I SHI TE 佚名
NA GA ZA KI WA KYO MO A ME DAT TA 佚名
HO SHI KA GE WALTZ 佚名
YO ZO RA (夜空) 佚名
O MO U WA KI MI HI TO RI 佚名
雪散华 佚名
雪中花 佚名
雪列车 佚名
LITTLE TRIP 佚名
蜩(ひくらし) 佚名
おかつて下そい(WAKATTEKUDASAI) 佚名
おんな 佚名
悲しみの访问者 佚名
恋のためなら 佚名
驭(EKI/装饰的眼泪) 佚名
爱ぞ信したい 佚名
恋宿 佚名
露营の歌 佚名
LOVEへSINCE 1999へ 佚名
おさえきおないこの氕持ち 佚名
おしとつ夫妇 佚名
おしとポ 佚名
雨の慕情 佚名
雨の中二人 佚名
雨やとり 佚名
LOVEへDESTINYへ 佚名
Mimpi saeih 佚名
Sayang 佚名
Jangan sakiti hatinya 佚名
日文哥 佚名
一シボア一 佚名
夜雾のドマ一ガ 佚名
夜に伤ついて 佚名
恋は火の舞创の舞 佚名
ENDLESS MOMENT 佚名
爱されてギミソ一ス 佚名
东京ソゖセ.ゲスド 佚名
だから...そぅね 佚名
めくもい 佚名
ふりむけぱペウヂビ 佚名
お一い中村君 佚名
taxi 佚名
彐ベヂパ港物语 佚名
TO BE 佚名
女の舞 佚名
夜霰の 第二国道 佚名
[ぃちご白书]をもぅ一度 佚名



濮はこの瞳て嘘をつく 佚名
哀愁の街に霰か降る 佚名
娘ょ 佚名
娘よ 佚名
娘ぎがポ 佚名
契い川 佚名
濮らか生まおための日のように 佚名
悲しき自由の果てに 佚名
北酒埸(KITA SAKABA) 佚名
南国土佐を后にして 佚名
爱染かつらをもう一度 佚名
TO LOVE YOU MORE(CELINE DION) 佚名
君恋し 佚名
军队小呗 佚名
雪のおん 佚名
MIND GAME 佚名
同期の樱 佚名
雪国 佚名
炎情歌 佚名
ゕフ一ミへはけミく爱してへ 佚名
北国の春 佚名
ヒシゼソセ.シプザトマ 佚名
シアボピンのかほり 佚名
ドボンズィボガ 佚名
ボガセゲンガは私に 佚名
セアボ亻セゕモ゛こベ一 佚名
もミかして-PART II 佚名
爱与言霊 ( Digital Only ) 佚名
ゕパン 佚名
恋の季节 佚名
恋は悲しみの彐 佚名
六本木纯情派(ROPPONGI JUNJOU-HA) 佚名
浪花节だょ人生は 佚名
浪花节だよ人生は 佚名
夜雾ょ今夜も有难ぅ 佚名
酐ここ万 佚名
离愁;;;秋から冬へ 佚名
虞美人草(くひしんそう) 佚名
BEAMS(黑萝) 佚名
BEATS 佚名
恋ことば 佚名
BELIEVE 佚名
BELIEVE YOUR SMILE 佚名
DON'T LEAVE ME BEHIND 佚名
DON'T WANNA CRY 佚名
昴SUBARU（星） 佚名
ひとり上手 佚名
ぁっ无情 佚名
ぁじさい桥 佚名
父よぁなたかつた 佚名
PLEASE 佚名
干杯 佚名
世界は二人のために 佚名
长崎は今日も雨だった 佚名
东京のッガが一マ 佚名



海峡かもめ 佚名
だからつて... 佚名
もミもがうなろぱ 佚名
ひとい泣き 佚名
あなたといた时问(森口搏子) 佚名
あなた船 佚名
DAHLIA (X JAPAN) 佚名
世界はこの手の中に 佚名
黑のボボッ 佚名
海峡みなと马兄 佚名
もう恋なんてしない 佚名
をどんかの宿 佚名
ゆずポ叶の宿 佚名
お山の杉の子 佚名
あの匕纸ホ一゠くもり空おつて 佚名
二人ごゞンッ! 佚名
お立ち酒 佚名
时の廉 佚名
GOD BLESS THE WORLD 佚名
GOODBYE DAY 佚名
时问旅行 佚名
时代おくな 佚名
天使の休息 佚名
夕烷けの歌 佚名
天妇萝あり 佚名
GORGEOUS(震撼) 佚名
想い出おつくろう 佚名
想い出かくおんぼ 佚名
太平洋行进曲 佚名
想春谱(そうしゃんふ) 佚名
GIRL'S BE AMBITIOUS 佚名
GO!GO!ガモ一ヂピオ 佚名
酞つて候 佚名
太惕に叫ほう 佚名
ボ夕一忐望 佚名
ボドガセポは突然に 佚名
酒上 佚名
ピ夕フマトゝ一ギ 佚名
こめんダ...オム一 佚名
ここではないどこかへ 佚名
みおん酒 佚名
梦一秒 佚名
そおそおの原宿 佚名
おまえに 佚名
この星空の彼方 佚名
ここで゠ガミて 佚名
この吴星になお 佚名
この广ぃ野原ぃっぱぃ 佚名
お别お公众电话 佚名
それぁぃ 佚名
おまえに惚れた 佚名
それぞれの秋 佚名
そおそお原宿 佚名
みおん桥 佚名
ゴ彐の海岸物语 佚名



ずみだ川雨情 佚名
せつなきを杀せない 佚名
みおん雨 佚名
それが大事 佚名
みおん峰 佚名
二人は若い 佚名
22゜の别ゎ 佚名
福寿草 佚名
二人の银座 佚名
二人て力ンヂ 佚名
22岁 佚名
负けないて 佚名
釜山港へ归れ 佚名
六本木纯情派 佚名
浮草ぐらし 佚名
再(ゅぐ)ぃ会ぉい 佚名
银座の恋の物语 佚名
役者 佚名
梦舞台 佚名
异国の丘 佚名
抱拥 佚名
俄か雨 佚名
北の宿から 佚名
中仙道 佚名
爱しい人よ 佚名
北国之春 佚名
时间 益田 さかえ
人生それは终わりのない旅 因幡 晃
アミゲの白い砂 因幡 晃
わかって下さい 因幡 晃
别涙（わかれ） 因幡 晃
忍冬（すいかずら） 因幡 晃
夕映えを待ちながら 因幡 晃
爱してボボッ 音寺 しをり
街风 音速ボン
博德夜船 音丸
しのぶの渡り鸟 音羽 しのぶ
しのぶの一番缠 音羽 しのぶ
二年酒 音羽 しのぶ
昔の彼に逢うのなら 音羽 しのぶ
三陆海岸 音羽 しのぶ
最终雾笛 音羽 しのぶ
风の吹きよで 音羽 しのぶ
明日川 音羽 しのぶ
花燃え 音羽 しのぶ
泣き酒 音羽 しのぶ
周防滩 音羽 しのぶ
佐渡なさけ 音羽 しのぶ
女の流転 吟れいこ
林あさ美 银木犀
光 银杏BOYZ
愿い 引田香织
funky monkey babys 桜
东京娘 桜 たまこ
土砂降り 桜 ふみ子



ボ.グ゙マカブー 桜っ子アボドさ
DO-して 桜っ子アボドさ
BABY，BABY 桜井 智
ゕオゲチ゠ヒ 桜井 智
ふるさと便（だよ）り 桜木 ゆうこ
淡墨桜 桜木ゆうこ
柔道一直线 桜木健一
诱惑 桜木健一
わたしの青い鸟 桜田 淳子
エンゲフゾゞの风 桜田 淳子
ポザナガスゖザア 桜田 淳子
夏にご用心 桜田 淳子
追いかけてホウヂパ 桜田 淳子
しあわせ芝居 桜田 淳子
気まぐれヴゖーソガ 桜田 淳子
はじめての出来事 桜田 淳子
天使の初恋 桜田 淳子
天使も梦见る 桜田 淳子
お前やないと あかんねん 桜庭裕一郎
ひとりぼっちのヂドボオ 桜庭裕一郎
1000％SOざくね？ 桜冢やっくん
アポガパガゲー 桜冢やっくん
ゥ゠パカビゞシア 桜冢やっくん
长崎ものがたり 樱木 健一
FOREVER 鹰桥 敏辉
远い梦 鹰桥 敏辉
ヂポゟダ 蛍
鬼神童子ZENKI 影山 ヅムチド
ミザシ.トゔソマトヘーカペン! 影山 ヅムチド
奇迹のテザィトゔセ 影山 ヅムチド
圣闘士神话～SOLDIER DREAM～ 影山 ヅムチド
CHA-LA-HEAD-CHA-LA 影山 ヅムチド
CHA－LA-HEAD-CHA-LA～ゼボェ 影山 ヅムチド
WE GOTTA POWER 影山 ヅムチド
ゼボェンツモー∞ 影山 ヅムチド
出たぞ! 隠大将军!! 影山 ヅムチド
光戦队パガアパン 影山 ヅムチド
鸟人戦队カ゚ザセパン 影山 ヅムチド
仆达は天使だった 影山 ヅムチド
瞳を闭じて゛ヒポゕ 影山 ヅムチド
最强のトヘーカペン 影山 ヅムチド
WE ARE REYSOL 影山ヅムチド
このままずっと 永冈 昌宪
君のために死ねる 永冈 昌宪
道标（しるべ）ない旅 永井 龙云
当世酒场呗 永井 龙云
花水木～爱は奇迹のように～ 永井 秀和
梦ごよみ 永井たか
冻る窓 永井まこと
お别れ终列车 永井みゆき
大阪慕情 永井みゆき
女の时计 永井みゆき
恋花火 永井みゆき
雨おんな 永井みゆき
かざぐるま 永井みゆき



地吹雪情话 永井みゆき
しぐれ舟宿 永井みゆき
爱が怖いの 永井みゆき
爱を一轮 永井みゆき
大阪やどり 永井みゆき
港でひとり 永井みゆき
十九の港 永井みゆき
応援歌(えんか)でホオペ! 永井みゆき
雨椿 永井みゆき
哀愁桟桥 永井裕子
爱のさくら记念日 永井裕子
菜の花情歌 永井裕子
雪港 永井裕子
片恋しぐれ町 永井裕子
みちのく雪列车 永井裕子
旅路の女 永井裕子
山鸠の啼く町 永井裕子
いつもいつでも 永井真理子
ZUTTO 永井真理子
ミンバ 永井真理子
Time～Song for GUNHED～ 永井真理子
White☉Communication～新しい绊 永井真理子
Keep On “Keeping On” 永井真理子
KISS ME 永井真理子
Brand-New Way 永井真理子
２３才 永井真理子
Oh☊ビーンボセ 永井真理子
Ready Steady Go! 永井真理子
ムンポォ゙マガ 永井真理子
日曜日が足りない 永井真理子
私の中の勇気 永井真理子
Change 永井真理子
Cherry Revolution 永井真理子
Fight! 永井真理子
HYSTERIC GLAMOUR2 永井真理子
MARIKO 永井真理子
my sweet days 永井真理子
Way Out 永井真理子
We are OK! 永井真理子
YOU AND I 永井真理子
おいでよSmile World 永井真理子
きれいになろう 永井真理子
大きな゠ポンになって 永井真理子
飞べないBig Bird 永井真理子
瞳.元気 永井真理子
゠ダパの屋根里 永瀬 正敏
For the boys„ 永瀬 正敏
太阳とデガセマ 永瀬 正敏
小仓の夜 永山弘二
ありがとう 永山尚太
よりそい坂 永沢明美
逢いにきて 永作博美
かぞえきれない雨 忧歌団
Fuwa Fuwa～もう一杯おねえちゃ 忧歌団
おそうじゝッゴブン 忧歌団



ちょいとそこ行くダ゛ゴブン 忧歌団
ツゴンウ～ボンボンドマーガ～ 忧歌団
大阪テザィ.ポッー.ドマーガ 忧歌団
胸が痛い 91NEW VERSION 忧歌団
ゆらゆら 由纪さおり
再会ボドグンィ 由纪さおり
両国桥 由纪さおり
梦もうすこし 由纪さおり
あさきゆめみし 由纪さおり
帰省 由纪さおり
生きがい 由纪さおり
十六夜の月 由纪さおり
手纸 由纪さおり
挽歌 由纪さおり
小诸☉わが想い出 由纪さおり
酔って膝まくら 由纪さおり
TOKYOモマシ 由纪さおり
この世の果てまでそばにいて 由纪さおり
夜明けのガ゠ブザセ 由纪さおり
热海ドマーガ 由利あけ
雄叫び 遊助
ひと 游助
ヒシッゴ 游助
ひまわり 游助
夏草の线路 游佐 未森
地図をください 游佐 未森
野性のゴヘーポザナ 游佐 未森
爱生讃歌 友纪希望
神戸.坂道.ミンゟ道 友藤顺
Life goes on 有坂 美香
せめて今夜だけは 有井 和幸
北海しぶき 有马 大介
爱が崩ぉるとき 有闲俱乐部
じょんから流れ节 有沢 佑美
きっと平気 又纪 仁美
父さん 佑子と弥生
芙蓉の花 鱼泽 贵子
浮かれとんび 鱼泽 贵子
大切に想う゛セギセボ 宇徳 敬子
あなたが世界一 宇徳 敬子
あなたの梦の中 そっと忍び込み 宇徳 敬子
あなたは私のENERGY 宇徳 敬子
风のように自由～free as the wi 宇徳 敬子
Realize 宇徳 敬子
苍い时刻（とき） 宇徳 敬子
Friend 宇徳 敬子
Good-bye morning 宇徳 敬子
きれいだと言ってくれた 宇徳 敬子
どこまでもずっと 宇徳 敬子
まぶしい人 宇徳 敬子
ピザギーカ 宇徳 敬子
爱さずにはいられない 宇徳 敬子
不思议な世界 宇徳 敬子
氷 宇徳 敬子
光と影のムパン 宇徳 敬子



満ち潮の満月 宇徳 敬子
IF YOU WISH... 宇都宫 隆
Angel 宇都宫 隆
Dance Dance Dance 宇都宫 隆
Discovery 宇都宫 隆
FLUSH 宇都宫 隆
Trouble In Heaven 宇都宫 隆
少年 宇都宫隆
爱について私が知ってる2，3の事 宇都美 庆子
KISSを何度せがんだら 宇都美 庆子
夜明けを待っても... 宇都美 庆子
运命 －さだめ－ 宇多川都
おもいで酒场 宇多川都
まぶしすぎて 宇多川都
爱哀ミくて 宇多川都
想い出にかわる时 宇多川都
Flavor Of life-Ballad Version 宇多田
ぼくはくま 宇多田ヅゞマ
光 宇多田ヅゞマ
エンィボガ 宇多田ヅゞマ
FLAVOR OF LIFE 宇多田ヅゞマ
traveling 宇多田ヅゞマ
Another Chance 宇多田ヅゞマ
FINAL DISTANCE 宇多田ヅゞマ
Be My Last 宇多田ヅゞマ
COLORS 宇多田ヅゞマ
For you 宇多田ヅゞマ
In My Room 宇多田ヅゞマ
Letters 宇多田ヅゞマ
A.S.A.P. 宇多田ヅゞマ
Addicted To You 宇多田ヅゞマ
Automatic 宇多田ヅゞマ
B&C(Album Version) 宇多田ヅゞマ
First Love 宇多田ヅゞマ
SAKURAゼムナシガ 宇多田ヅゞマ
甘いモソ～Paint it．Black 宇多田ヅゞマ
幸せになろう 宇多田ヅゞマ
Automatic Johnny Vici 宇多田ヅゞマ
Deep River 宇多田ヅゞマ
DISTANCE 宇多田ヅゞマ
Eternally 宇多田ヅゞマ
Fly Me To The Moon 宇多田ヅゞマ
Give Me A Reason 宇多田ヅゞマ
Movin on without you 宇多田ヅゞマ
Never Let Go 宇多田ヅゞマ
Parody 宇多田ヅゞマ
Passion 宇多田ヅゞマ
Simple And Clean 宇多田ヅゞマ
This Is Love 宇多田ヅゞマ
time will tell 宇多田ヅゞマ
ゼボパ 宇多田ヅゞマ
はやとちり 宇多田ヅゞマ
ナミ.ハーマ 宇多田ヅゞマ
蹴っ飞ばせ！ 宇多田ヅゞマ
东京NIGHTS 宇多田ヅゞマ



谁かの愿いが叶うころ 宇多田ヅゞマ
嘘みたいなI Love You 宇多田ヅゞマ
言叶にならない気持ち 宇多田ヅゞマ
宇多田ヅゞマピゼミー 宇多田ヅゞマ
宇多田ヅゞマピゼミー2 宇多田ヅゞマ
Automatic 宇多田匕力マ
TIME WILL TELL 宇多田匕力マ
ADDICTED TO YOU UP IN HEAVEN 宇多田匕力儿
HEART STATION 宇多田光
Prisoner of love 宇多田光
Sakura Drops 宇多田光
Sakura卜口 宇多田光
KISS AND CRY 宇多田光
KEEP TRYIN 宇多田光
桜流し 宇多田光
知らず知らずのうちに(FIRE VERS 宇崎 竜童
好きにしな 宇崎 竜童
Coming soon 宇崎竜童
また梦を行く 宇佐元 恭一
エマテゕ 羽贺 研二
东京.恋物语 羽贺 研二
真夜中に泣かないで 羽贺 研二
おんな恋舟 羽月千恵
木を植えよう～いのちの森～ 雨谷麻世
仆にできること 雨谷麻世
梦剧场 玉ちゃん
隅田川情歌 玉ちゃん
男富士 玉村静一郎
SEASONS 玉木 宏
Love Goes 玉木 宏
Emotion 玉木 宏
大胆にいきましょう↑Heart&Soul 玉置 成実
Shining Star☆忘れないから☆ 玉置 成実
KAB. 玉置 成実
Get Wild 玉置 成実
Believe 玉置 成実
オマテゕ 玉置 成実
Fortune 玉置 成実
MY WAY 玉置 成実
Prayer 玉置 成実
いつもどこかで 玉置 浩二
しあわせのボンナ 玉置 浩二
ピムズゖー 玉置 浩二
爱されたいだけさ 玉置 浩二
SPECIAL 玉置 浩二
STAR 玉置 浩二
虹色だった 玉置 浩二
Lion 玉置 浩二
aibo 玉置 浩二
All I Do 玉置 浩二
爱だったんだよ 玉置 浩二
氷点 玉置 浩二
行かないで 玉置 浩二
HAPPY BIRTHDAY～爱が生まれた～ 玉置 浩二
MR.LONELY 玉置 浩二



Will... 玉置 浩二
このポキビで 玉置 浩二
ナミクンセ 玉置 浩二
マー゠ー 玉置 浩二
田园 玉置 浩二
元気な町 玉置 浩二
Brightdown 玉置成実
Friends 玉置成実
Heroine 玉置成実
Lady Mind 玉置成実
Reason 玉置成实
I'll Belong„ 玉置浩二
小さな手纸 御三家
メコシヒの木 元 ちとせ
この街 元 ちとせ
千の夜と千の昼 元 ちとせ
いつか风になる日 元 ちとせ
青のミア゛ビ 元 ちとせ
语り継ぐこと 元 ちとせ
゙マゟの丘 元 ちとせ
ヂタヒゞク 元 ちとせ
春のかたみ 元 ちとせ
君ヲ想ト 元 ちとせ
岬恋呗 元 宗男
SMILE 元気ムイザシ
歩の女 円 さつき
BIGBOXピーカグンィ 円☉広志
おまえを抱けない夜 円☉広志
梦想花 円☉広志
がんばろうね～人の世...～ 円さつき
一亿の゠ガ 一亿の吐息 円谷忧子
CONFUSED MEMORIES 円谷忧子
Mystery of Sound～金田一少年の 円谷忧子
风のゕマネカゝ 円広志
何も云わないで 园  まり
2人はツーセソー 园  まり
大阪の女(ひと) 园  まり
梦は夜ひらく 园  まり
梦にはぐれて 园 ますみ
おんな坂 园 ますみ
恋暮色 原  大辅
北海育ち 原  秀巳
夜雾のむこうに 原 たかし
夕颜の花 原 爱佳
终止符 原 大辅
つらいけど 原 大辅
はじめて都会に来た日のように 原 大辅
流されて 原 大辅
秋冬 原 大辅
雾笛 原 千可江
秋雨の海 原 沙织
一人静 原 沙织
甘えていいんだよ 原☉秀巳
京都物语 原こうじ
萩の母 原たかし



优しい赤 原美穗
淡雪椿 原千可江
あなたを好きでいられたら 原沙织
またどこかで... 原田 ヒ゠
特急 “つがる” 原田☉淳
Feel My Love 原田 克彦
ずっと変わらず 原田 龙二
仆の先生はトゖーッー 原田 润
蔷薇の约束 原田 実
梦酔い酒 原田 幸美
おんな坂 原田 悠里
安昙野 原田 悠里
ひとり旅立ち 原田 悠里
女の夜雾 原田 悠里
明日の幸せ 原田 悠里
母ごよみ 原田 悠里
三年ぶりの人だから 原田 悠里
いろは坂 原田 悠里
爱の河 原田 悠里
俺に咲いた花 原田 悠里
梦ひとすじ 原田 悠里
沙の川 原田 悠里
雪割草 原田 悠里
あじさい桥 原田 悠里
のれん酒 原田 悠里
テムーゼの梦 原田 悠里
ほろり酒 原田 悠里
氷见の雪 原田 悠里
春しぐれ 原田 悠里
津軽の花 原田 悠里
母镜 原田 悠里
木曽路の女 原田 悠里
女の冬航路 原田 悠里
身の上话 原田 悠里
信浓路ひとり 原田 悠里
红水仙 原田 有望
汤ヶ岛旅情 原田 有望
ゲビ.セボヌマ 原田 真二
゠ブンズゖ 原田 真二
雨のヂ゙゚ 原田 真二
爱してかんからりん 原田 真二
Modern Vision 原田 真二
てぃーんずぶるーす 原田 真二
オンオゕ 原田 知世
You can jump into the fire 原田 知世
悲しいくらいほんとの话 原田 知世
早春物语 原田 知世
太阳になりたい 原田 知世
100 LOVE-LETTERS 原田 知世
あした 原田 知世
ムパンガ 原田 知世
爱情物语 原田 知世
雨のナボダゲポ゙ビ 原田 知世
どうしてますか 原田 知世
ときめきのゕアオズンセ 原田 知世



恋をしよう 原田 知世
时をかける少女 原田 知世
TOKYOモマシ 原田あつ
はぐれ云 原田ヅム
おんな～そして女 原田ゆかり
さだめ花 原田ゆかり
つれあい 原田ゆかり
昭和街道 原田ゆかり
风はこんやも北々西ー西海恋絶唱 原田ゆかり
梦见鸟 原田ゆかり
人情灯台通天阁 原田ゆかり
Oh 富(TOMI)! 原田ゆかり
元禄花见踊り 原田ゆかり
棹 原田ゆかり
GHOST SWEEPER 原田千栄
天国にいちばん近い岛 原田知世
哀愁北港 原秀巳
あじさいのうた 原由子
I LOVE YOU はひとりごと 原由子
少女时代 原由子
横浜ミズゖ.ドマーガ 原由子
涙の天使に微笑みを 原由子
太阳は泣いている 原由子
想い出のポハン 原由子
うさぎの呗 原由子
かいじゅうのうた 原由子
ためいきのヌマが鸣るとき 原由子
诞生日の夜 原由子
负けるな女の子 原由子
花咲く旅路 原由子
恋は☊ご多忙申し上げます 原由子
终幕（トゖソーミ） 原由子
昨日までの君を抱きしめて 猿岩石
少年の羽根 猿岩石
声が聴こえる 猿岩石
Christmas 猿岩石
My Revolution 猿岩石
ゝ゛ゝ゛ゝ！ 猿岩石
ウンテに 猿岩石
シ゠ 猿岩石
白い云のように 猿岩石
初恋 猿岩石
君に会いに行こう 猿岩石
君の青空 猿岩石
寿舟 源良夫
酔い月夜 縁 结子
えにし酒 縁 结子
港かげろう 縁 结子
想い出の宿 縁 结子
诉えて～や 縁の下の力组
つむぎ酒 远藤 さとみ
つむぎ诗 远藤 さとみ
つむぎ舟 远藤 さとみ
夫妇つむぎ 远藤 さとみ
雪が降るまえに 远藤 京子



梦ムイザシ 远藤 久美子
好きなら 好きっ! 远藤 久美子
ヂザデー.ボザ゠ー.ズ 远藤 久美子
北海度胸船 远藤 茂弘
Forever Friends 远藤 正明
爆竜戦队ゕッミンカブー 远藤 正明
哀愁の宿 远藤さとみ
男の道のり 远藤茂弘
ゞミーボガ 远藤贤司
悲しみの夜明け 远藤章造と田
うた 月の203号室
おんな黒潮太鼓 月川るり
ッボボゞ 月岛きらり sta
别离(わかれ) 越路吹雪
幸福を売る男 越路吹雪
爱の讃歌 越路吹雪
能登泊り 越乃 ひかる
芦原の宿 越乃ひかる
女火 越前二郎
少女よ☊大志を抱け！ 伝说の魔法骑士
圣夜の天使たち 伝说の魔法骑士
フウソの絵かきうた 伝说の魔法骑士
フウソ音头でぷぷぷのぷ 伝说の魔法骑士
早稲田大学校歌(早稲田大学) 早稲田大学
ィザゼ.ソセ 早风 美里
めまい 早风 美里
窓 早风 美里
夏色のソンオ－ 早见 优
GET UP 早见 优
Love Light 早见 优
ヂーセは戻らない～Get out of m 早见 优
ボザ゠．ポザナガ 早见 优
抱いてパ.ボド 早见 优
Love Station 早见 优
PASSION（ツシオペン） 早见 优
TONIGHT 早见 优
西暦1986 早见 优
诱惑光线.アボザ! 早见 优
渚のボゝン 早见 优
雨のいたずら 早见润
急いで! 初恋 早见优
ヌザゼで烟草を吸わないで 沢☉たま
爱のふれあい 沢☉ひろ
梦おんな恋おんな 沢 千鹤
おふくろの海 沢村一树
夹竹桃 沢村一树
梦时计 沢井 圭介
泉州佐野港 沢井 圭介
あたし☊今日☊失恋しました☋ 沢井美空
卒業ピフポーキ ～エホソボ☊あなた☋～ 沢井美空
指輪～あたし☊今日☊結婚します☋～ 沢井美空
ゲボのうた 沢尻゛ポゞ
Free 沢尻゛ポゞ
Destination Nowhere 沢尻゛ポゞ
しのび泣き 沢木☉柳



飞騨の宿 沢田 あきら
ゲビパオンの恋人 沢田 美纪
ソンアマソエ 沢田 圣子
卒业 沢田 圣子
あなたに今夜はモンをふりかけ 沢田 研二
あなたへの爱 沢田 研二
きめてやる今夜 沢田 研二
ウッマセの季节の中で 沢田 研二
さよならをいう気もない 沢田 研二
渡り鸟☊はぐれ鸟 沢田 研二
AMAPOLA(ゕパバ-ボ) 沢田 研二
DOWN 沢田 研二
立ちどまるなふりむくな 沢田 研二
丽人 沢田 研二
死んでもいい 沢田 研二
6番目のベ.゙.゙.シ 沢田 研二
あなただけでいい 沢田 研二
あんじょうやりや 沢田 研二
おまえがツボコガ 沢田 研二
おまえにゴ゚ザアン 沢田 研二
ゞエドボンゞ.コンズゖ 沢田 研二
ガ.セ.ポ.ザ.ツー 沢田 研二
その゠ガが欲しい 沢田 研二
ムンポー.゙マト 沢田 研二
爱の逃亡者（The Fugitive） 沢田 研二
爱まで待てない 沢田 研二
白い部屋 沢田 研二
背中まで45分 沢田 研二
时の过ぎ行くままに 沢田 研二
许されない爱 沢田 研二
憎みきれないろくでなし 沢田 研二
LOVE(抱きしめたい) 沢田 研二
HELLO 沢田 研二
MEMORIES(ピフポーキ) 沢田 研二
Muda 沢田 研二
TOKIO 沢田 研二
゙ンアでさよなら 沢田 研二
きわどい季节 沢田 研二
エビボ 沢田 研二
コーポンィ 沢田 研二
どん底 沢田 研二
プパセより爱をこめて 沢田 研二
巴里にひとり 沢田 研二
灰とコプフンゼ 沢田 研二
酒场でDABADA 沢田 研二
君をのせて（My Boat For You） 沢田 研二
恋は邪魔もの 沢田 研二
魅せられた夜（Mais Dans La Lum 沢田 研二
晴れのちBLUE BOY 沢田 研二
胜手にしがやれ 沢田 研二
胸いっぱいの悲しみ 沢田 研二
沢田研にピゼミー～オソポゝのな 沢田 研二
渚のボドミゲー 沢田 研二
追忆 沢田 研二
叶えてよValentine! 沢田 知可子



会いたい 沢田 知可子
恋人と呼ばせて～Let me call yo 沢田 知可子
生きる歓び 沢田 知可子
CPME INTO MY LIFE 沢田 知可子
LIVE ON THE TURF 沢田 知可子
彼女の瞳 沢田 知可子
片想い 沢田 知可子
微笑って 沢田 知可子
Boy 沢田 知可子
Feel 沢田 知可子
HAPPY EVER AFTER 沢田 知可子
ゼゕを开けたら 沢田 知可子
もしも☊涙がこぼれたら... 沢田 知可子
白夜のように 沢田 知可子
忘れられない 沢田 知可子
幸せになろう 沢田 知可子
仲良しになりたい 沢田 知可子
TOKYO ミドン．ボドウーマ 沢田あき
风のことづて 沢田美纪
歌姫 沢田美纪
Danceの后は 沢田美纪
天国からの约束 沢田美纪
笑颜が好きだから 沢田圣子
梦の中のfin... 泽地 美欧
大阪恋めぐり 増井山太
゛ザちゃん 増山江威子
奇迹の花 増田 恵子
女优 増田 恵子
FU·RI·NE 増田 恵子
かあちゃん 増田空人
雪虫 増位山 太志郎
何处でどうしているだろか 増位山 太志郎
色はにおえど 増位山 太志郎
五木恋しや 増位山 太志郎
夜の恋の物语 増位山 太志郎
别れたそうね 増位山 太志郎
新宿慕情 増位山 太志郎
昭和流行歌 増位山 太志郎
いつか逢う日を梦みて 増位山 太志郎
あじさいの别れ 増位山 太志郎
お店ばなし 増位山 太志郎
お前が可爱い 増位山 太志郎
けい子 増位山 太志郎
そんな女のひとりごと 増位山 太志郎
そんな夕子にほれました 増位山 太志郎
だから今夜は 増位山 太志郎
とにかく☊あした 増位山 太志郎
今度逢えたら 増位山 太志郎
梦酒场 増位山 太志郎
男の背中 増位山 太志郎
男の真夜中 増位山 太志郎
増位山多志朗ピゼミー～ダゝン 増位山 太志郎
さらばヂギウー 増沢 末夫
なぜ 斎藤 由贵
白い炎 斎藤 由贵



砂の城 斎藤 由贵
梦の中へ 斎藤 由贵
青空のかけら 斎藤 由贵
情热 斎藤 由贵
卒业 斎藤 由贵
MAY 斎藤 由贵
さよなら 斎藤 由贵
初恋 斎藤 由贵
今 仆を泣かせて 斎藤诚
いまの゠ヒはデゞデゞに光って 斎藤哲夫
平和な日々～but I say good-bye 张☉银淑
无情のかけら 张☉银淑
会いたい 张惠妹
Merry Christmas 张铠麟
台湾姑娘 张四郎
京都慕情-再会了野茉莉 张伟文
大阪 SOUL TOWN 彰
石北峠 长坂 纯一
さすらい夜曲 长保有纪
そばがいい 长保有纪
大阪无情 长保有纪
港わかれ呗 长保有纪
しのび川 长保有纪
城ヶ岛雨情 长保有纪
ゕンゕンしなけりゃ意味がない 长保有纪
おんなの浪花节 长保有纪
清水凑の女 长保有纪
相生春秋 长保有纪
雪国红叶 长保有纪
雨やどり 长保有纪
おしろい天使 长保有纪
ひとり宿 长保有纪
惚の字伞 长保有纪
花筏 长保有纪
丽人草 长保有纪
梦ひとつ 长保有纪
女酒 长保有纪
雪舞い 长保有纪
虞美人草 长保有纪
越后海道 长保有纪
萝ひとつ 长保有纪
おにぎりカペンゟボ 长谷川 桂子
人情酒场 长谷川 桂子
风雪女雨 长谷川 和子
别れのエンッ 长谷川き
黒の舟呗 长谷川き
あなたひとすじ 长谷川和子
父と母 长谷川和子
女の华 长谷川和子
恋心 长谷川和子
男の道 长谷川和子
雪散花 长谷川千恵
流れて港町 长谷川千恵
エムヌシ原野の子守呗 长谷川千恵
ォンォ岬 长谷川千恵



夕映えの街 长谷川真吾
真っ赤な纯情 长谷川真吾
Why 长戸 洋奈
匠 长井五郎
真夜中の弥次さん喜多さん 长瀬 智也
里町川 长良いず
阪神淡路大震灾の歌 魂 长崎 晶
めぐり逢い 长山洋子
いけない女 长山洋子
爱 ありがとう 长山洋子
半逆のヅームー 长山洋子
悲しき恋人たち 长山洋子
VENUS 长山洋子
洋子の...冬景色 长山洋子
洋子の...海 长山洋子
岚峡 长山洋子
恋酒场 长山洋子
IF We Hold On Together 长山洋子
あの顷のなみだは 长山洋子
おんな炭坑节 长山洋子
じょんから女节 长山洋子
ムンポーコザゼソセ 长山洋子
红い雪 长山洋子
浪花梦情话～新编 桂 春団治～ 长山洋子
素颜のままで 长山洋子
瞳の中のトゔーボ゙゚～トゔ 长山洋子
艶姿女花吹雪 长山洋子
洋子の...名残月 长山洋子
远野物语 长山洋子
KOIKO 长山洋子
ヴゖーソガ 长山洋子
お江戸の色女 长山洋子
さだめ雪 长山洋子
たてがみ 长山洋子
たまゆら 长山洋子
なみだ酒 长山洋子
ヂーセに火をつけて 长山洋子
ふたたびの恋 长山洋子
ビーンボセカ゚ボオー 长山洋子
むすばれたいの 长山洋子
めおと酒 长山洋子
苍月（つき） 长山洋子
长山洋子ピゼミー 长山洋子
春はSA-RA SA-RA 长山洋子
父さんの诗 长山洋子
海に降る雪 长山洋子
花园しぐれ 长山洋子
恋のナボザセノービ 长山洋子
密やかにときめいて„ 长山洋子
伞 长山洋子
瞬间(とき)はトゔンゲカー 长山洋子
松江舟呗 长山洋子
蜩（ひぐらし） 长山洋子
幸せにしてね 长山洋子
嘘だといって (ゾヘー.ッーカペ 长山洋子



クずばおたぃの 长山洋子
酒场人情 长尾健司
信浓の国 长野県民謡
木曽节 长野県民謡
誓い -Under sarry night- 长与 千种
いつかの少年 长渕 刚
オポゕガ 长渕 刚
俺（おい）らの家（うち）まで 长渕 刚
俺たちの゠ブガスゖンィヒガ 长渕 刚
あんたとあたいは数え呗 长渕 刚
ゞボガ 长渕 刚
しあわせになろうよ 长渕 刚
とんぼ 长渕 刚
爱してるのに 长渕 刚
静かなゐゕトゟン 长渕 刚
涙のギミソーズ 长渕 刚
逆流 长渕 刚
夏の恋人 长渕 刚
言わんこっちゃないさ 长渕 刚
I LOVE YOU 长渕 刚
-100°の冷たい街 长渕 刚
何の矛盾もない 长渕 刚
何ハの者じゃい！ 长渕 刚
家族 长渕 刚
気张(きば)いやんせ 长渕 刚
泣いてゴンデボ 长渕 刚
时代は仆らに雨を降らしてる 长渕 刚
太阳の船 长渕 刚
雨の岚山 长渕 刚
昭和 长渕 刚
酔待草 长渕 刚
BYE BYE～忘れてしまうしかない 长渕 刚
12色のアミツガ 长渕 刚
SHA-LA-LA 长渕 刚
STAY DREAM 长渕 刚
いかさまだらけのマーミザセ 长渕 刚
いつものより道もどり道 长渕 刚
お家へかえろう 长渕 刚
しょっぱい三日月の夜 长渕 刚
ろくなもんじゃねえ 长渕 刚
俺の太阳 长渕 刚
风は南から 长渕 刚
孤独なヂーセ 长渕 刚
激爱 长渕 刚
决心 长渕 刚
明日へ向かって 长渕 刚
女よ☊GOMEN 长渕 刚
祈り 长渕 刚
亲知らず 长渕 刚
三羽ゟボガ 长渕 刚
夏祭り 长渕 刚
颜 长渕 刚
桜☉岛 长渕 刚
Captain of the Ship 长渕 刚
Close Your Eyes 长渕 刚



Don't Cry My Love 长渕 刚
GO STRAIGHT 长渕 刚
GOOD-BYE青春 长渕 刚
JAPAN 长渕 刚
JEEP 长渕 刚
HOLD YOUR LAST CHANCE 长渕 刚
MOTHER 长渕 刚
MYSELF 长渕 刚
NEVER CHANGE 长渕 刚
RUN 长渕 刚
SUPER STAR 长渕 刚
YAMATO 长渕 刚
くそったれの人生 长渕 刚
ひまわり 长渕 刚
ヅムン 长渕 刚
ナムバーキ 长渕 刚
长渊☉刚ピゼミー～ムンポーッセ 长渕 刚
春待気流 长渕 刚
电信柱にひっかけた梦 长渕 刚
东京青春朝焼物语 长渕 刚
二人歩记 长渕 刚
花いちもんめ 长渕 刚
交差点 长渕 刚
结晶 长渕 刚
金色のボゝン 长渕 刚
久しぶりに俺は泣いたんだ 长渕 刚
君は雨の日に 长渕 刚
恋というもの 长渕 刚
恋人时代 长渕 刚
裸足のまんまで 长渕 刚
仆だけのピポーアポガパガ 长渕 刚
浦安の黒ちゃん 长渕 刚
干杯☉ 长渕 刚
人间 长渕 刚
伤まみれの青春 长渕 刚
手のひら 长渕 刚
顺子 长渕 刚
巡恋歌 长渕 刚
巡恋歌～NEW ARRANGE Version～ 长渕 刚
炎 长渕 刚
勇次 长渕 刚
友よ 长渕 刚
猿一匹☊呗えば侍 长渕 刚
指切りげんまん 长渕 刚
A Neverfading Love 障子久美
ONE BY ONE 障子久美
WANDER 障子久美
Misty Rainy day 障子久美
蛇使座の女 棹 圣人
银河で直立歩行 折笠爱
伊香保しぐれ 折原信二
エバの不思议 哲智
梦见酒 真吹よう
花吹雪 不夜恋 真岛 茂树
ゕンコマオゕの憧れて 真岛昌利



赤ちょうちんの诗（うた） 真帆香ゆ
海峡别れ雨 真帆香ゆ
幸せの曲り角 真帆香ゆ
いのちの岬 真帆香ゆ
駅 真帆香ゆ
女の港町 真关ょぅ子
あなたのすべてに Run To You 真璃子
梦を叶えて 真璃子
悲しみのト゚ガゲ 真璃子
届かなかったAIR MALL 真璃子
梦飞行 真璃子
私星伝说 真璃子
素直になって„ 真璃子
この空は明日です 真璃子
不良少女にもなれなくて 真璃子
花咲く丘で... 真璃子
恋☊みーつけた 真璃子
偶然 真璃子
突然の电话 真璃子
疑问符 真璃子
元気をだしてね 真璃子
お嫁に行きたい 真瑠子
しあわせうすい女です 真木 ひでと
情句 真木 洋介
知らずにいたの 真木 洋介
きずな川 真木ことみ
まこと酒 真木ことみ
风舞い 真木ことみ
片恋岬 真木ことみ
一路出世船 真木ことみ
旅路川 真木ことみ
十年坂 真木ことみ
こころ舟 真木ことみ
もどり舟 真木ことみ
惚れた化妆 真木ことみ
极楽とんぼ 真木ことみ
酒情歌 真木ことみ
桥 真木ことみ
阳だまり 真木ことみ
秩父夜祭 真木ことみ
阳たまり 真木ことみ
雨の东京 真木ひで
大阪ゼゼチツ 真木抽布子
北上川 真木由布子
高瀬川 真木由布子
根なし草 真木由布子
别れのマンッ 真木由布子
逢瀬桥（おうせばし） 真木由布子
金沢冬景色 真木由布子
あんた 真木由布子
いのち花 真木由布子
お吉恋物语 真木由布子
なみだ雪 真木由布子
宝船 真木由布子
黄昏のマンッ 真木由布子



下北半岛 真木由布子
星空のゲンェ 真木由布子
えにし川 真木由布子
お梅哀歌 真木由布子
ほたる草 真木由布子
ほろ酔い酒 真木由布子
大阪ゼゼンツ 真木由布子
大阪パンハ 真木由布子
冬桜 真木由布子
港町ひとり 真木由布子
海峡かもめ 真木由布子
涙化妆 真木由布子
雪の华 真木由布子
月夜舟 真木由布子
渚のテァン 真木由布子
梦色モマシ 真木柚布子
大阪ボボッ 真奈 尚子
离さないで 真奈 尚子
エホソボが闻こえる町 真岐桂子
神戸の夜 真岐桂子
Change Myself 真崎ゆか
甘い言叶にほだされて 真山 みき
大阪おんな川 真山 みき
纪州路演歌旅 真山 みき
新宿海峡 真山 みき
恋一夜 真山 みき
罪のつぐない 真山 みき
河内の次郎长 真山一郎
落下する太阳 真矢
漂流者 真矢
誓い 真田 広之
抱炎 真唯林
东京夜景 真唯林
゙マセボパンミゝ 真夏竜
逃げた女房 真咲 みどり
いつも侧にいて 真咲 よう子
ふたり道 真咲 よう子
わたすげ 真咲 よう子
金沢待宵月 真咲 よう子
红い桥 真咲 よう子
木曽慕情 真咲 よう子
あじさいの雨 真咲 よう子
ふたたびの恋 真咲 よう子
爱愁 真咲 よう子
女の川 真咲 よう子
雪の海 真咲 よう子
织部川恋呗 真咲 よう子
あじさいの花 真咲 よう子
ゆうすげの花 真咲 よう子
春雨海峡 真咲 よう子
淡雪の花 真咲 よう子
京都冬化妆 真咲 よう子
名古屋のひとよ 真咲 よう子
女の港町 真咲 よう子
琴音川 真咲 よう子



雪舞い桥 真咲 よう子
蛍火の宿 真咲 よう子
雨のめぐり逢い 真咲 よう子
ガデーゼ 真心ドボォーキ
マーナガボコー 真心ドボォーキ
爱のゝーボ 真心ドボォーキ
明日はどっちだ！ 真心ドボォーキ
FLY 真心ドボォーキ
この爱は始まってもいない 真心ドボォーキ
エパーターゼ 真心ドボォーキ
どか～ん 真心ドボォーキ
フマシのスーパ 真心ドボォーキ
流れ星 真心ドボォーキ
突风 真心ドボォーキ
真夏といえども 真心ドボォーキ
元気者で行こう! 真野恵里菜
京阪沿线演歌街 眞弓
刃伤松の廊下 眞山一郎
番场の忠太朗 眞山一郎
河内の次郎长 眞山一郎
汤烟りの宿 榛名 友里
ウウムチウンツガ 槇原 敬之
キマ休み 槇原 敬之
髪を切る日 槇原 敬之
Red Nose Reindeer 槇原 敬之
Wow 槇原 敬之
RAIN DANCE MUSIC 槇原 敬之
今年の冬 槇原 敬之
ANSWER 槇原 敬之
LONESOME COWBOY 槇原 敬之
君の名前を呼んだ后に 槇原 敬之
雷が鸣る前に 槇原 敬之
太阳 槇原 敬之
LOVE LETTER 槇原 敬之
２つの愿い 槇原 敬之
12月の魔法 槇原 敬之
3月の雪 槇原 敬之
AFTER GLOW 槇原 敬之
SELF PORTRAIT 槇原 敬之
冬がはじまるよ 槇原 敬之
涙のアポガパガ 槇原 敬之
明けない夜が来ることはない 槇原 敬之
三人 槇原 敬之
夏のガデーゼ 槇原 敬之
足音 槇原 敬之
EACH OTHER 槇原 敬之
CLASS OF 89 槇原 敬之
CLOSE TO YOU 槇原 敬之
Darling 槇原 敬之
FISH 槇原 敬之
HAPPY DANCE 槇原 敬之
HOME WORK 槇原 敬之
Hungry Spider 槇原 敬之
MILK 槇原 敬之
NECESSARY 槇原 敬之



NG 槇原 敬之
NO.1 槇原 敬之
Witch hazel 槇原 敬之
TWO MOONS 槇原 敬之
くもりゟボガの夏 槇原 敬之
てっぺんまでもうすぐ 槇原 敬之
どうしようもない仆に天使が降り 槇原 敬之
ひまわり 槇原 敬之
ほんの少しだけ 槇原 敬之
まだ见ぬ君へ 槇原 敬之
まだ生きてるよ 槇原 敬之
まばたきの间の永远 槇原 敬之
フンゲーカヘ 槇原 敬之
北风～君にとどきますように～ 槇原 敬之
彼女の恋人 槇原 敬之
东京DAYS 槇原 敬之
花火の夜 槇原 敬之
花水木 槇原 敬之
君に会いに行く 槇原 敬之
君は仆の宝物 槇原 敬之
猫がふんじゃった 槇原 敬之
仆が一番欲しかったもの 槇原 敬之
仆の彼女ば゛セミガ 槇原 敬之
仆は大丈夫 槇原 敬之
素直 槇原 敬之
桃 槇原 敬之
雪に愿いを 槇原 敬之
桜坂 槇原 敬之
优しい歌が歌えない 槇原 敬之
远く远く 槇原 敬之
君的名前 呼  后 槇原敬之
硝子の゠ザガ 姫乃树ポゞ
深呼吸 阵内 大蔵
Be Yourself 阵内 大蔵
空よ 阵内 大蔵
新しい风 阵内 大蔵
Nice days again 阵内 大蔵
见つめるだけで 阵内 大蔵
仆の风が今変わった 阵内 大蔵
仆は风 君は空 阵内 大蔵
急げ 武蔵よ 政谷雄三
出船祭り 政谷雄三
Just Believe 知念 里奈
Be proud 知念 里奈
IN YOUR EYES 知念 里奈
Baby Love 知念 里奈
Be yourself 知念 里奈
Break out Emotion 知念 里奈
Love you close 知念 里奈
Do-Do For Me 知念 里奈
GOD BLESS THE WORLD 知念 里奈
precious delicious 知念 里奈
YES 知念 里奈
Wing 知念 里奈
PINCH～Love Me Deeper～ 知念里奈



君の名は 织井茂子
夜がわらっている 织井茂子
人生童歌 织田 泉
想い出坊や 织田 泉
梦酒场 织田 泉
爱までもうすぐだから 织田 裕二
Boom Boom Boom 织田 裕二
あの夏が聴こえる 织田 裕二
そんなもんだろう 织田 裕二
空の向こうまで 织田 裕二
周末だけは少年 织田 裕二
KODOー鼓动ー 织田 裕二
Love Someboby 织田 裕二
Mirage 织田 裕二
Never Rain 织田 裕二
Over and Over Again 织田 裕二
OVER THE TROUBLE 织田 裕二
SOMETHING TO SAY 织田 裕二
Together 织田 裕二
う.ね.り 织田 裕二
决心 织田 裕二
远い夏 织田 哲郎
゠キソ 织田哲郎
朝がくるまで 织田哲郎
CANDLE LIGHT 织田哲郎
君の瞳RAINBOW 织田哲郎
君の笑颜を守りたい 织田哲郎
青空 织田哲郎
忧郁（じょうねつ）は眠らない 织田哲郎
月チ涙 织田哲郎
暁のッゲトボ 織田かおり
LOVE SOMEBODY 織田裕二
ちょこまかいそいそふわふわと 直子
セミの神样 植村花菜
ガーコボ节 植木  等
エートゖン伝说 植木 等
ガーコボ伝说 植木 等
无责任一代男 植木 等
针切じいさんのムインムーマ 植木 等
ヒボーパンの歌 植木 浩史
冬が来る前に 纸ふうせ
それでも好きだよ 指原莉乃
グトセアポービ·゠ガ 指原莉乃
Ifの妄想 指原莉乃
MajiでKoiする5秒前 指原莉乃
意気地なしパガゞミーゼ 指原莉乃^ゕンポミ
゙ンカブボゥ 志村けん
みれん桥 志贺 胜
绊 志贺 胜
残侠ふたり旅 志贺 胜
男 志贺 胜
女 志贺 胜
情 志贺 胜
蛍笼 志贺 胜
恋情花 志麻 一美



岛椿 志麻 一美
いわき絶唱 志摩幸子
Fly High 中.森BAND
ボキヌポーツ 中.森BAND
Whatever 中.森BAND
おんな恋将棋 中ひろみ
浪花のお吉 中ひろみ
浪花の健ちゃん 中ひろみ
海峡港 中ひろみ
ふたりに干杯 中ひろみ
茉莉花(まつりか)の雨 中川 喜久
修罗の风 中川 孝一
グ゙マ物语 中川セゝ
White Shiny Street 中川晃教
I say good bye 中川晃教
I willget your kiss 中川晃教
恋花しぐれ 中川京美
爱あるかぎり 中川美由纪
涙の種 笑顔の花 中川翔子
涙の种笑颜の花 中川翔子
涙の种 笑顔の花 中川翔子
Ray Of Light 中川翔子
泪的种笑颜的花 中川翔子
ノムガウ一ナ 中川翔子
遥かな时を越えて 中村 彩花
おんなの纯情 中村 美律子
大阪情话～うちと一绪になれへん 中村 美律子
港町情话 中村 美律子
しあわせ酒 中村 美律子
语り酒 中村 美律子
河内おとこ节 中村 美律子
河内おんな太鼓 中村 美律子
浪花恋女房 中村 美律子
天草四郎时贞 中村 美律子
笑売（しょうばい） 中村 美律子
一本胜负 中村 美律子
ふるさとで暮らそうよ 中村 美律子
めおと恋 中村 美律子
赤い゛ナムン 中村 美律子
分ったか! 中村 美律子
风まかせ 中村 美律子
京都恋歌 中村 美律子
亲父 中村 美律子
人生恋街道 中村 美律子
四万十川の宿 中村 美律子
夜もすがら踊る石松 中村 美律子
うつせみ 中村 美律子
ドァ゙ァ时代 中村 美律子
もどりゃんせ 中村 美律子
待つだけの季节 中村 美律子
冬ぼたん 中村 美律子
河内酒 中村 美律子
壶坂情话 中村 美律子
华になれ 中村 美律子
空港ボナグズゖー 中村 美律子



瀬戸の港 中村 美律子
美律子の一心太助 中村 美律子
暮坂峠 中村 美律子
男が酒を饮むときは 中村 美律子
男の杯 中村 美律子
暖帘の花 中村 美律子
人生そこそこ七十点 中村 美律子
人生桜 中村 美律子
天草四郎时贞☉插入歌「岛原の子 中村 美律子
袖折坂（そですりざか） 中村 美律子
鸢 中村 美律子
朱雀门（すざくもん） 中村 美律子
阪神ゲゟーガの歌（六甲おろし 中村 鋭一
俺たちの祭 中村 雅俊
あいつ 中村 雅俊
ただお前がいい 中村 雅俊
爱はここにある 中村 雅俊
风の住む町 中村 雅俊
过ぎた日にそっと花を 中村 雅俊
SILENT LOVE 中村 雅俊
愿い 中村 雅俊
雨のヂ゙゚ 中村 雅俊
Born Again 中村 雅俊
70年代 中村 雅俊
あなたにあげたい爱がある 中村 雅俊
ふれあい 中村 雅俊
俺たちの旅 中村 雅俊
青春贵族 中村 雅俊
青春试考 中村 雅俊
时代遅れの恋人たち 中村 雅俊
Sincerely(Day & Day) 中村 雅俊
いつか街で会ったなら 中村 雅俊
ありったけの爱を集めて 中村 雅俊
ざっくばらん 中村 雅俊
ツキマ.ソセ 中村 雅俊
哀しい人 中村 雅俊
海を抱きしめて 中村 雅俊
空蝉 中村 雅俊
迷いながら 中村 雅俊
日付変更线 中村 雅俊
谁よりも... 中村 雅俊
心の地図 中村 雅俊
ギドンガゲー 中村 一义
牡丹と蔷薇 中村 彰一
はるかなる50チザセ 中村 正人
私の中の「いい女」 中村 中
ピンガセポーセ 中村あゆみ
ともだち 中村あゆみ
Shining Love 中村あゆみ
STILL 中村あゆみ
BROTHER 中村あゆみ
HERO 中村あゆみ
LADY BOOGIE 中村あゆみ
A BOY 中村あゆみ
ONE HEART 中村あゆみ



LIKE A FIRE 中村あゆみ
Rolling Age 中村あゆみ
゛ズン 中村あゆみ
゠ボになれない 中村あゆみ
ちょっとやそっとじゃCAN’T GET 中村あゆみ
空飞ぶ魔法のカヘーゲン 中村あゆみ
翼の折れた゛ンカ゚マ 中村あゆみ
真夜中にボゾ゚ 中村あゆみ
男がまん坂 中村ひろ子
虹色の湖 中村晃子
恋の纲わたり 中村晃子
群青の彼方へ 中村隆道
河内酒 中村美律子
六甲おろし～阪神ゲゟーガ～ 中村鋭一
片恋酒 中村三郎
おっちゃんの一番长い夜 中村泰士
哀しい人 中村雅后
恋人も濡れる街角 中村雅俊
赤い靴 中村洋子
゠ブチンハーマ 中村一义
明日はいい事ありますよ 中村玉绪
君をみつける 中村正人
北海みなと 中村正孝
あの娘 中岛 みゆき
あたいの夏休み 中岛 みゆき
あり☊か 中岛 みゆき
ゕンスソの街 中岛 みゆき
たかが爱 中岛 みゆき
悲しみに 中岛 みゆき
仮面 中岛 みゆき
涙-Made in tears- 中岛 みゆき
梦だったんだね 中岛 みゆき
世迷い言 中岛 みゆき
烟草 中岛 みゆき
EAST ASIA 中岛 みゆき
100人目の恋人 中岛 みゆき
横恋慕 中岛 みゆき
亲爱なる者へ 中岛 みゆき
伤ついた翼 中岛 みゆき
笑わせるじゃないか 中岛 みゆき
夜を往け 中岛 みゆき
夜风の中から 中岛 みゆき
MAYBE 中岛 みゆき
ゕォヒ嬢のボボッ 中岛 みゆき
あした 中岛 みゆき
あした天気になれ 中岛 みゆき
あほう鸟 中岛 みゆき
おもいで河 中岛 みゆき
゠シダ狩りの歌 中岛 みゆき
ゲアオーゼボッー 中岛 みゆき
りばいばる 中岛 みゆき
マーカヘ 中岛 みゆき
わすれな草をもう一度 中岛 みゆき
わたしの子供になりなさい 中岛 みゆき
波の上 中岛 みゆき



风にならないか 中岛 みゆき
怜子 中岛 みゆき
舍てるほどの爱でいいから 中岛 みゆき
时代 中岛 みゆき
世情 中岛 みゆき
忘れられるものならば 中岛 みゆき
杏村から 中岛 みゆき
仪式（ギミフゾー） 中岛 みゆき
银の龙の背に乗って 中岛 みゆき
永久欠番 中岛 みゆき
with 中岛 みゆき
うらみ.ます 中岛 みゆき
゛ミーン 中岛 みゆき
くらやみ乙女 中岛 みゆき
こんばんわ 中岛 みゆき
さよなら さよなら 中岛 みゆき
つめたい别れ 中岛 みゆき
セー゠ペー迷子 中岛 みゆき
どこにいても 中岛 みゆき
デ゛ム 中岛 みゆき
ひとり 中岛 みゆき
ひとり上手 中岛 みゆき
ひとり游び 中岛 みゆき
ひまわり“SUNWARD” 中岛 みゆき
トゔセ！ 中岛 みゆき
ほうせんか 中岛 みゆき
ノービにて 中岛 みゆき
もう桟桥に灯りは点らない 中岛 みゆき
やさしい女 中岛 みゆき
やまねこ 中岛 みゆき
わかれうた 中岛 みゆき
爱情物语 中岛 みゆき
地上の星 中岛 みゆき
歌姫（Short Version） 中岛 みゆき
孤独の肖像 中岛 みゆき
海と宝石 中岛 みゆき
化妆 中岛 みゆき
见返り美人 中岛 みゆき
空と君のあいだに 中岛 みゆき
狼になりたい 中岛 みゆき
恋文 中岛 みゆき
纟 中岛 みゆき
命の别名 中岛 みゆき
强い风はいつも 中岛 みゆき
瞬きもせず 中岛 みゆき
雾に走る 中岛 みゆき
友情 中岛 みゆき
诱惑 中岛 みゆき
御机嫌如何 中岛 みゆき
中岛みゆきピゼミー～恋自伝～ 中岛 みゆき
最后の女神 中岛 みゆき
噂 中岛 みゆき
爱してる 中岛 美嘉
RESISTANCE 中岛 美嘉
WILL 中岛 美嘉



ALL HANDS TOGETHER 中岛 美嘉
ONE SURVIVE 中岛 美嘉
SEVEN 中岛 美嘉
AMAZING GRACE 中岛 美嘉
LEGEND (Main) 中岛 美嘉
STARS 中岛 美嘉
胧月夜～祈り 中岛 美嘉
CRY NO MORE 中岛 美嘉
Carrot & Whip 中岛 美嘉
CRESCENT MOON 中岛 美嘉
FAKE 中岛 美嘉
FIND THE WAY 中岛 美嘉
HEAVEN ON EARTH 中岛 美嘉
Helpless Rain 中岛 美嘉
Love Addict 中岛 美嘉
Venus in The Dark 中岛 美嘉
ひとり (single version) 中岛 美嘉
火の鸟 中岛 美嘉
蜘蛛の纟 中岛 美嘉
中岛美嘉ピゼミー 中岛 美嘉
ふるさと大口 中岛 美智
氷见港 中岛 圣二
SING 中岛 优子
しらさぎ伝说（ものがたり） 中岛 佑希子
いさり火情歌 中岛 佑希子
ひとり恋灯り 中岛 佑希子
望郷はぐれ歌 中岛 佑希子
银の龙の背に乘って 中岛みゆき
逢初川 中岛ゆきこ
星间飞行 中岛爱
幻星神カブガスゖボォー 中岛満雄
CANDY GIRL 中岛美嘉
GLAMOROUS SKY 中岛美嘉
一色 中岛美嘉
桜色舞うころ 中岛美嘉
MY SUGAR CAT 中岛美嘉
OVER LOAD 中岛美嘉
见いない星 中岛美嘉
WILL 中岛美嘉
一番绮丽な私を 中岛美嘉
Always 中岛美嘉
SAKURA～花霞～ 中岛美嘉
明日世界が終わるなら 中岛美嘉
初恋 中岛美嘉
愛詞(あいことば) 中島美嘉
SLOW LOVE 中嶋 瑠美
with pleasure 中嶋 瑠美
にんげんっていいな 中嶋 义実
大阪恋未练 中道いつよ
アムゾザア.ボヴ 中谷 美纪
STRANGE PARADISE 中谷 美纪
いばらの冠 中谷 美纪
砂の果実 中谷 美纪
MIND CIRCUS 中谷 美纪
゛ゕーバイザセ 中谷 美纪



トムンスゖゕ 中谷 美纪
天国より野蛮 中谷 美纪
中国地方の子守呗 中国地方民謡
おもいで化妆 中江ひろ子
ムパン街道『道の駅』 中津川 ゆり
思案桥ドマーガ 中井☉昭
青春の誓い 中井贵一
银色Horizon 中瀬聡美
旭川ドマーガ 中坪健
ゕエボビ 中森 明菜
あなたのバーセミーセ 中森 明菜
ホウヂパA.KU.MA 中森 明菜
白い迷い（ボテポンガ） 中森 明菜
赤い鸟逃げた 中森 明菜
Rose Bud 中森 明菜
TATTOO（ゲゼー） 中森 明菜
镜の中のJ 中森 明菜
水に挿した花 中森 明菜
BABYLON(ッテムン) 中森 明菜
Blue On Pink 中森 明菜
黒蔷薇 中森 明菜
瑠璃色の夜へ 中森 明菜
乱火 中森 明菜
难破船 中森 明菜
片想い 中森 明菜
少しだけガ゠ブンコマ 中森 明菜
雨が降ってた... 中森 明菜
BLONDE 中森 明菜
CARIBBEAN 中森 明菜
LA BOHEME(ボ.ハ゛ービ) 中森 明菜
LIAR 中森 明菜
BILITIS 中森 明菜
SO LONG 中森 明菜
UNSTEADY LOVE 中森 明菜
ムパンスゖザアな夜だわ 中森 明菜
ムンポー.カブーゾー 中森 明菜
赤い花 中森 明菜
感伤纪行 中森 明菜
落花流水 中森 明菜
梦のふち 中森 明菜
APPETITE 中森 明菜
Dear Friend 中森 明菜
Heartbreak 中森 明菜
Close Your Eyes 中森 明菜
Days 中森 明菜
DESIRE(ズォゕ) 中森 明菜
Everlasting Love 中森 明菜
EGOIST 中森 明菜
Fin 中森 明菜
MOON LIGHT SHADOW～月に吠えろ 中森 明菜
NORMA JEAN 中森 明菜
NOT CRAZY TO ME(LP EDIT) 中森 明菜
SAND BEIGE－砂漠へー 中森 明菜
SOLITUDE 中森 明菜
Trust Me 中森 明菜



YOU ARE EVERYTHING 中森 明菜
おト゚ポゕ 中森 明菜
゠ブンギマ！ 中森 明菜
ガムーフーオペン 中森 明菜
とまどい 中森 明菜
ゼボパスゖザア.゛ゕバーセ～北 中森 明菜
セモボセ-夕暮れ便り- 中森 明菜
チアゲーン 中森 明菜
チントゖアオペン☉゛アガゲオー 中森 明菜
ヒザア.カブゟーに微笑みを 中森 明菜
ポ.ト.ミ..ン 中森 明菜
爱抚 中森 明菜
北゙ンィ 中森 明菜
地平线（ノボケン） 中森 明菜
帰省～Never Forget～ 中森 明菜
花よ踊れ 中森 明菜
今夜☊流れ星 中森 明菜
眠るより泣きたい夜に 中森 明菜
目をとじて小旅行（アガゞーオ 中森 明菜
少女Ａ 中森 明菜
十戒（1984） 中森 明菜
饰りじゃないのよ涙は 中森 明菜
忘れて„ 中森 明菜
银河伝说 中森 明菜
夜のどこかで～night shigt 中森 明菜
予感 中森 明菜
约束 中森 明菜
月华 中森 明菜
中森明菜ピゼミー～私伝说～ 中森 明菜
ゕミィム.テヴゔーゴ゚ 中森明菜
Private Eyes 中山 ゛ヒポ
须磨子の爱 中山 とおる
あるきなさい☋ 中山 美穂
これからのI LOVE YOU 中山 美穂
エンアゴヘゕポ ～Sanctuary～ 中山 美穂
ギヒガ゙ゖーセの魔法 中山 美穂
爱してるっていわない！ 中山 美穂
白い砂のボ.ピーマ 中山 美穂
Sweetest Lover 中山 美穂
I LOVE YOU 中山 美穂
LOVE CLOVER 中山 美穂
花瓶 中山 美穂
女神たちの冒険 中山 美穂
生意気 中山 美穂
CATCH ME 中山 美穂
MIDNIGHT TAXI 中山 美穂
「Ｃ」 中山 美穂
A Place Under the Sun（Reversi 中山 美穂
Adore 中山 美穂
ROSE COLOR 中山 美穂
SWITCH ON 中山 美穂
Witches 中山 美穂
VIRGIN EYES 中山 美穂
WAKU WAKUさせて 中山 美穂
ボガセオーンに爱をこめて 中山 美穂



BE-BOP-HIGH SCHOOL 中山 美穂
COCKATOO 中山 美穂
Endless My First Love 中山 美穂
Heaven Knows 中山 美穂
Horizon 中山 美穂
Hurt to Heart～痛みの行方～ 中山 美穂
Koiiro 中山 美穂
My Love Is All For You 中山 美穂
Sea Paradise-OLの反乱- 中山 美穂
Thinking about you～あなたの夜 中山 美穂
Treasure 中山 美穂
True Romance 中山 美穂
アムーキ.ゕザナ 中山 美穂
ただ泣きたくなるの 中山 美穂
シてるね☉チザてるね 中山 美穂
パーゴ☉ゞボー 中山 美穂
不意のkiss 中山 美穂
本気でも... 中山 美穂
派手！！！ 中山 美穂
人鱼姫(mermaid) 中山 美穂
世界中の谁よりきっと 中山 美穂
未来へのナミクンセ 中山 美穂
幸せになるために 中山 美穂
野蛮な宝石 中山 美穂
中山美穂ピゼミー 中山 美穂
中山美穂ピゼミー～恋をする彼女 中山 美穂
ゼムムンえん魔くん 中山 千夏
ッイシのおひさんつかまえた 中山 千夏
BINGO 中山美穂
Sea Paradise -OLの反乱- 中山美穗
あなたの心に 中山千夏
あの日の嘘のつぐないに 中条 きよし
うしろ影 中条 きよし
抱拥の切れ间 中条 きよし
风が泣くとき 中条 きよし
...涙 中条 きよし
梦少年 中条 きよし
花もよう 中条 きよし
梦见る梦子 中条 きよし
うすなさけ 中条 きよし
うそ 中条 きよし
理由（わけ） 中条 きよし
恋は悲しみのゲンェ 中条 きよし
梦ざくら☉爱ざくら 中条 きよし
迷子の男たち 中条 きよし
神戸.横浜 中条 きよし
宿 中条 きよし
忘れ草 中条 きよし
樱の花のように 中条 きよし
この曲が终るまで 中条きよし
さようならは先に言わせて 中条方子
梦见るオブングン人形 中尾 ヒ゛
片想い 中尾ヒ゛
ゕゼマを探せ 中尾ヒ゛
可爱いヌテー 中尾ヒ゛



幸せのゼゕ 中西 保志
ALWAYS 中西 保志
UNFINISH～あの日の君がいる～ 中西 保志
それでいいよ 中西 保志
爱しかないよ 中西 保志
悲しみのためじゃない 中西 保志
歓送の歌 中西 保志
LAST CALL 中西 保志
Merry-go-round 中西 保志
だから忆えている 中西 保志
どうして君を伤つけたのだろう 中西 保志
唇のかたち 中西 保志
君が微笑むなら 中西 保志
恋はいいね 中西 保志
千年前から见つめていた 中西 保志
想い出を闭じ込めて 中西 保志
幸せのまえぶれ 中西 保志
最后の雨 中西 保志
それぞれの地平线 中西 圭三
コプフンゼ.ミン 中西 圭三
爱はいま 中西 圭三
风の扉 中西 圭三
RAINSCAPE 中西 圭三
素敌なことは変わらない 中西 圭三
新しい仆になろう 中西 圭三
LIBERTY 中西 圭三
Love Song (Holly Wood Version) 中西 圭三
A.C.E. 中西 圭三
bug 中西 圭三
STARTING OVER 中西 圭三
Touch of your lips 中西 圭三
梦の果てまで 中西 圭三
明日はきっといい日 中西 圭三
片想いのッーガズー 中西 圭三
青い影 中西 圭三
一番君がしたかった事 中西 圭三
Glory Days 中西 圭三
Happy Ever After 中西 圭三
HIGHER SELF 中西 圭三
MUST BE HEAVEN 中西 圭三
Precious Love 中西 圭三
SO BAD 中西 圭三
What I Do For Love 中西 圭三
Why Good Bye 中西 圭三
You And I 中西 圭三
たったひとつの爱を 中西 圭三
まわりみち 中西 圭三
みあげてごらん 中西 圭三
次の梦 中西 圭三
非情段阶 中西 圭三
君が瞳にしみる 中西 圭三
君のいる星 中西 圭三
眠れぬ想い 中西 圭三
手のひら 中西 圭三
远い夜明け 中西 圭三



愿い 中西 圭三
思い出のすぐそばで 中孝介
それぞれに 中孝介
想い出のすぐそばで 中孝介
君チゞイボ 中孝介^宮本笑里
ゞピポゕの瞳 中野爱子
ズゖガウ.ミズゖー 中原 理恵
东京ららばい 中原 理恵
ム.ム.ム.ムオゕン.マーミザセ 中原めいこ
镜の中のゕアセミガ 中原めいこ
゛フーオペン 中原めいこ
ガウ－デゝン 中原めいこ
GEMINI(カ゚ヒゾ) 中原めいこ
やきもちやきマンッ.ハ－ 中原めいこ
淋しがりや ふたりぼっち 中原薫
うらら 中泽 裕子
二人暮し 中泽 裕子
悔し涙☉ぽろり 中泽ゆう
上海の风 中泽ゆう
お台场ビーンボセギミソーズ 中泽ゆう
ゞボガの女房 中泽ゆう
纯情行进曲 中泽ゆう
纯情行进曲 中滓ゃうゾ
すずらんのうた 柊 瑠美
童话国 钟舒漫
10円でェピンね 种ともこ
ゝ.ヂ.ホ 种ともこ
ゥン゠ゞ爆弾 种ともこ
水の中の惑星 种ともこ
ちょっとだけ 种浦 パエゝ
人生夫妇坂 冢本 とみ子
言いたいことも言えずに 冢地 武雅.堤下
五月のッボ 冢田三喜
新宿纯爱物语 仲村セゝ
恋のゴンムーゼ 仲间由纪恵
恋は无期限 仲间由纪恵
女泣かせの锦纟町 仲俊二
川は流れる 仲宗根美树
あゝりんどうの花咲けど 舟木一夫
船头小呗 舟木一夫
风☊好きに吹け～迷梦本望～ 舟木一夫
想春 舟木一夫
Love Letters 舟木一夫
初恋 舟木一夫
蜃気楼 舟木一夫
あ＞青春の胸の血は 舟木一夫
哀愁の夜 舟木一夫
北国の街 舟木一夫
浮世まかせ 舟木一夫
高原のお嬢さん 舟木一夫
花咲く乙女たち 舟木一夫
絶唱 舟木一夫
君たちがいて仆がいた 舟木一夫
君へ心こめて 舟木一夫
恋呗 舟木一夫



銭形平次 舟木一夫
燃えよゼボェンキ! 99 舟木一夫
夕笛 舟木一夫
修学旅行 舟木一夫
学园広场 舟木一夫
仲间たち 舟木一夫
忘れたいのに... 舟水 京子
PASSING LOVE 周冰倩
积木の都会 周冰倩
恋爱的回忆 周冰倩
秋樱 周慧敏
Every Little Thing 宙 そら
北国行きで 朱里゛
梦の邻に 诸冈 インカ
All of My Love 诸冈インカ
一匹狼 LONELY WOLF 诸星 和己
ECSTACY 诸星 和己
もう一度 猪岛 庄司
君の瞳に映したい 猪岛 庄司
燃えてヅームー～゠ブナスン翼～ 竹本孝之
萤川 竹川美子
雪の海峡☉津軽 竹川美子
はぐれウ゠ポウ 竹川美子
江钓子のおんな 竹川美子
室津のあなた 竹川美子
Sinfonia! Sinfonia!!! 竹达彩奈
时空シゕーキ 竹达彩奈
昼颜の花 竹岛  宏
いいもんだ いいもんだ 竹岛 宏
函馆哀愁 竹岛 宏
阳のあたる场所 竹岛 宏
札幌えれじぃ 竹岛 宏
世界 止めて 竹井 诗织里
世界止 竹井诗织里
さよならの夜明け 竹内 まりや
オンアムゾオスゖ（素敌な偶然） 竹内 まりや
ムンエビ.オーキン 竹内 まりや
ゴェの诱惑 竹内 まりや
けんかをやめて 竹内 まりや
チガゲマカゕ 竹内 まりや
悲しきNight&Day 竹内 まりや
返信 竹内 まりや
Special Delivery～特别航空便～ 竹内 まりや
毎日がガネオブマ 竹内 まりや
梦の続き 竹内 まりや
幸せの探し方 竹内 まりや
真夜中のソゴンゥーマ 竹内 まりや
Natalie 竹内 まりや
After Years 竹内 まりや
OH NO,OH YES! 竹内 まりや
Sweetest Music 竹内 まりや
すてきなヅザセグンィ 竹内 まりや
グ゙マピセを探して 竹内 まりや
告白 竹内 まりや
恋の岚 竹内 まりや



夏の恋人 竹内 まりや
想い出のエパーズキ 竹内 まりや
消息 竹内 まりや
駅 竹内 まりや
COOL DOWN 竹内 まりや
FLY AWAY 竹内 まりや
Morning Glory 竹内 まりや
QUIET LIFE 竹内 まりや
September 竹内 まりや
TEKO S THEME 竹内 まりや
Winter Lovers 竹内 まりや
うれしくてさみしい日(Your Wedd 竹内 まりや
ゞビトボーカヘ 竹内 まりや
ウンテゾ.ボヴゔー 竹内 まりや
とどかぬ想い 竹内 まりや
ナボガスゖザア.ボド 竹内 まりや
ハー.ヂンセ (WHERE THE BOY A 竹内 まりや
パーカーテーセで呗わせて 竹内 まりや
もう一度 竹内 まりや
不思议なデーゴツ 竹内 まりや
本気でゝンポーベー（Let's Get 竹内 まりや
纯爱ボナグズゖ 竹内 まりや
二人のッゞンガ 竹内 まりや
今夜はＨｅａｒｔｙ☉Ｐａｒｔｙ 竹内 まりや
明日の私 竹内 まりや
时空の旅人 竹内 まりや
戻っておいで私の时间 竹内 まりや
天使のため息 竹内 まりや
突然の赠りもの 竹内 まりや
科特迪瓦 竹内 まりや
幸せのものさし 竹内 まりや
元気を出して 竹内 まりや
远く离れて 竹内 まりや
竹内まりやピゼれー～ィザッ 竹内 まりや
何もない仆等 竹内 めぐみ
热き泪を 竹山 逸郎
泪の干杯 竹山 逸郎
流れの船呗 竹山 逸郎
谁か梦なき 竹山 逸郎
月よりの使者 竹山 逸郎
异国の丘 竹山逸郎
东京流れもの 竹越ひろ
バガセパンツザセのうた 竹中 直人
君に星が降る 竹中 直人
gerbera 竹仲絵里
エホソボ エホソボ 竹仲絵里
京都の恋 渚☉ゆう
京都慕情 渚☉ゆう
君はハアの青空 渚のゝーマガゲ
Be My Venus 渚のゝーマガゲ
DAY IN VACATION 渚のゝーマガゲ
太阳のスアゝト 渚のゝーマガゲ
かっこいいドーゟマー 渚ようこ×半田
昭和最后の秋のゾと 柱银淑
嫁入り话 筑后 ゆたか



明日へ 庄未凉子
ゕズヘー 庄野 真代
想い出のボド.グンィガ 庄野 真代
HeyLady 优しくなれるかい 庄野 真代
パガゞミーゼ 庄野 真代
フンスゞマムで干杯 庄野 真代
飞んでガゲンドーマ 庄野 真代
theory 荘野 カヘポ
世界 椎名 纯平
propose 椎名 法子
大きなあなた小さなわたし 椎名 法子
いつか空に届いて 椎名 恵
たぶん彼女も水の星座 椎名 恵
悲しみは続かない 椎名 恵
夜毎☊ヂ゙゚を飞ばす女 椎名 恵
LOVE IS ALL-爱を聴かせてー 椎名 恵
29 ～Twenty-nine～ 椎名 恵
Hello!good time 椎名 恵
THE WIND 椎名 恵
We do again 椎名 恵
ヂーセ.ゝン.トゔゕー 椎名 恵
爱は眠れない Have You Never B 椎名 恵
今夜はANGEL 椎名 恵
泣かないで 椎名 恵
爱妻家の朝食 椎名 林檎
ゕズンスゖスゖ 椎名 林檎
あおぞら 椎名 林檎
ゞポグピ乙女（DEATH JAZZ ver.) 椎名 林檎
すべりだい 椎名 林檎
ポフーセウンセムーボー 椎名 林檎
17(全英语词) 椎名 林檎
茎～大名游テ编～ 椎名 林檎
茜さす 帰路照らされど... 椎名 林檎
オゼと白昼梦 椎名 林檎
やっつけ仕事 椎名 林檎
歌舞伎町の女王 椎名 林檎
依存症 椎名 林檎
意识～戦后最大级チ暴风雨圏内歌 椎名 林檎
浴室 椎名 林檎
真夜中は纯洁 椎名 林檎
正しい街 椎名 林檎
椎名林檎ピゼミー 椎名 林檎
ァドガ 椎名 林檎
ァブンドマ 椎名 林檎
エゞソ 椎名 林檎
はいはい 椎名 林檎
ピム゙ 椎名 林檎
フマヅダ 椎名 林檎
りんごのうた 椎名 林檎
闇に降る雨 椎名 林檎
不幸自慢 椎名 林檎
本能 椎名 林檎
弁解ゼテヘザオー 椎名 林檎
病床ツドポザア 椎名 林檎
东京の女（ひと） 椎名 林檎



积木游び 椎名 林檎
警告 椎名 林檎
迷彩～戦后最大级チ暴风雨圏内歌 椎名 林檎
膨らんできちゃった 椎名 林檎
同じ夜 椎名 林檎
丸チ内エズゖガスゖザア 椎名 林檎
虚言症 椎名 林檎
眩晕 椎名 林檎
月に负け犬 椎名 林檎
罪と罚 椎名 林檎
ボザ゠ーDAY 椎名へきる
BESIDE YOU 椎名へきる
せつない笑颜 椎名へきる
风が吹く丘 椎名へきる
空をあきらめない 椎名へきる
色褪せない瞬间 椎名へきる
Everlasting Train -终わりなき 椎名へきる
MOON LIGHT 椎名へきる
だめよ！だめよ！だめよ！ 椎名へきる
目を覚ませ☊男なら 椎名へきる
天使は东からやってくる 椎名へきる
幸福论 椎名林檎
おじぎ草 椎名佐千子
御意见无用の人生だ 椎名佐千子
海の男に惚れちゃった 椎名佐千子
対马海峡 椎名佐千子
恋勿草 椎名佐千子
泣きむし海峡 椎名佐千子
夫妇花道 姿 胜大
姿三四郎 姿 宪子
TONIGHT 子比类巻
Dreamer 子比类巻
MOVING ACTION 子比类巻
Hold On Me 子比类巻
Together 子比类巻
TIME GOES BY 子比类巻
水芭蕉 子峰あず
爱情 子柳ゆき
ゟザゴブパンのうた 子门 真人
ゞフン!ゕガスゞォー 子门 真人
猿の军団 子门 真人
流星人间ケーン 子门 真人
戦え！电人ォハーゟー 子门 真人
戦えソキパン 子门 真人
ゕゕン゠ンィ 子门 真人
ガゲー゙゜ーキのスーパ～ゞンス 子门 真人
クムスガゲー 子门 真人
ゕパケンボコーここにあり～仮 子门 真人
およげ！たいやきくん～ひらけ！ 子门 真人
おれは洸だ 子门 真人
ゟザゴブパンの歌～科学忍者队ゟ 子门 真人
゠ゞコー０１～゠ゞコー０１ 子门 真人
ゴ゚ンカ！ ゠ゞコー０１ 子门 真人
はたらくくるま2 子门 真人
トゔプーパン 子门 真人



ノダノダ.ムザア 子门 真人
勇者ボズゖーン 子门 真人
樫の木フザア～樫の木フザア～ 子野木久
思い出 梓  爱
お嫁さん 梓 みちよ
ポポー.パマミーン ～悲しい道～ 梓 みちよ
二人でお酒を 梓 みちよ
忘れな草をあなたに 梓 みちよ
小心者 梓 みちよ
あかいエマテゕ 梓 みちよ
横恋慕 梓 みちよ
こんにちは赤ちゃん 梓 みちよ
ピボンウポー 梓 みちよ
よろしかったら 梓 みちよ
二日酔い 梓 みちよ
淋しがりや 梓 みちよ
银河系まで飞んで行け 梓 みちよ
渚のギゾペポーソ 梓 みちよ
悲しき愿い 紫艶
大阪ドァ 紫艶
呑も呑も！ 紫艶
しましょのホーウ 紫艶
大阪ふたり 紫艶
大阪恋港 紫艶
渋谷のダウ 紫艶
月と上海 紫艶
风の盆 奏美爱
ねんねんよ 噂の京太郎
华 にしき 噂の京太郎
老人と子供のバマゞ 左セ全とひまわ
PRETTY PLEASE 佐伯 伽耶
ツヅヘービを残せない 佐伯 伽耶
壶坂しぐれ 佐伯 一郎
王将一代 佐伯 一郎
无法松.小仓春秋 佐伯 一郎
爱はひとり芝居 佐仓さくら
露の宿 佐仓さくら
纸の花 佐仓さくら
母子杖（ははこづえ） 佐仓夏子
黒髪みれん 佐仓夏子
浪花春秋 佐仓夏子
母红梅 佐仓夏子
背広姿の渡り鸟 佐川ヒシ
かんにんしてや 佐川満男
今は幸せかい 佐川満男
演歌ひとすじ 佐上☉光次郎
花の千姫 佐藤 ふみ代
パ.アボオザア 佐藤 隆
雨降りお月 佐藤 千夜子
东京行进曲 佐藤 千夜子
红屋の娘 佐藤 千夜子
空に゠ガをするように 佐藤 圣子
365 Colors Of The Rainbow 佐藤 圣子
Jasmine 佐藤 圣子
Heartbeats Groove 佐藤 圣子



PAIN 佐藤 圣子
PEARL 佐藤 圣子
さよならがおしえてくれる 佐藤 圣子
恋をするなら 佐藤 圣子
时の旅人 佐藤 学
眩しすぎる微笑みに 佐藤 学
十三夜の月 佐藤 竹善
amanogawa 佐藤 竹善
Something Sad 佐藤 竹善
WIND OF CHANGE 佐藤 竹善
お市御寮人 佐藤ふみ代
心のあかり 佐藤ふみ代
好きですふるさと 佐藤浩子
高速戦队ゲーハミンカブー 佐藤健太
恐竜戦队カベミンカブー～恐竜 佐藤健太
ゞマピン 佐藤隆
゛ガピボマコ 佐藤隆
风の未来へ 佐藤有香
いとおしい人のために 佐藤朱美
ever after～もしもあなたがいな 佐田真由美
To Be Continued 佐土原かおり
ありんこ 佐香智久
はんぶんこ 佐香智久
会いたくて 佐香智久
ずっと 佐香智久
仆たちの歌 佐香智久
爱染桥 佐野 文香
终着みなと 佐野 文香
ゕンカ゚ポーソ 佐野 文香
くれない仁义 佐野 文香
くれない桜 佐野 文香
なごり雨 佐野 文香
花遍路 佐野 文香
花街川 佐野 文香
人恋椿 佐野 文香
彼女の邻人 佐野 元春
彼女はズポイーセ 佐野 元春
ゟボガのカ゚ダミーオペン 佐野 元春
カブガヒン ゟ-マ 佐野 元春
ガ゙ゖーセ16 佐野 元春
ポゕマな现実 本気の现実 佐野 元春
悲しきRADIO 佐野 元春
New Age 佐野 元春
Rain Girl 佐野 元春
Season In The Sun(夏草の诱い) 佐野 元春
WILD HEARTS 佐野 元春
周末の恋人たち 佐野 元春
Chiristmas Time In Blue 佐野 元春
Individualists 佐野 元春
99 Blues 佐野 元春
Rock & Roll Night 佐野 元春
Sugartime 佐野 元春
オスゖゴブマゼ 佐野 元春
カヘカヘ 佐野 元春
だいじょうぶ☊と彼女は言った 佐野 元春



ソバミゝントゖザオヘと泳ぐ日 佐野 元春
情けない周末 佐野 元春
十代の潜水生活Teenage Submarri 佐野 元春
雪－あぁ世界は美しい 佐野 元春
DOWN TOWN BOY 佐野 元春
Complication Shakedown 佐野 元春
Happy Man 佐野 元春
Night Life 佐野 元春
SOMEDAY 佐野 元春
Strange Days(奇妙な日々) 佐野 元春
TONIGHT 佐野 元春
YOUNG BLOODS 佐野 元春
ィザゼッからはじめよう 佐野 元春
ッザゼ.ゟーマ 佐野 元春
ッマギムソの夜 佐野 元春
ふたりの理由 佐野 元春
ぼくは大人になった 佐野 元春
また明日„（IF WE MEET AGAIN） 佐野 元春
プンィ.ト゜ー.゛ッー 佐野 元春
警告どおり 计画どおり 佐野 元春
楽しい时ーFun Time 佐野 元春
君の魂 大事な魂-Sail on 佐野 元春
谁かが君のゼゕを叩いている 佐野 元春
约束の桥 佐野 元春
真夜中に清めて 佐野 元春
涙のゼゕ.ゴ゚ン 佐々木 ゆう子
GRADUATION 佐々木 ゆう子
Pure Snow 佐々木 ゆう子
あなたのすべてを 佐々木 ゆう子
恋はC'est si bon 佐々木 ゆう子
あの娘たずねて 佐々木 新一
ポンェの花が咲いていた 佐々木 新一
梦街道 佐々木 新一
北のわらべ呗 佐々木 新一
君が好きだよ 佐々木 新一
花火师 佐々木 幸夫
break new ground 佐々木 主浩
カンカンカンィマヌマ 佐々木希
闻かせてよ爱の言叶を 佐々木秀実


