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歌手名（ひらがな） 歌手名（漢字） 曲　　　　　名（Ａ面） 曲　　　　　名（Ｂ面）

1 あーるしーさくせしょん ＲＣサクセション ＯＨ！Ｂａｂｙ ダンスパーティ

2 あいじょーじ アイジョージ ﾜﾝﾚﾆｰﾅｲﾄｲﾝﾄｰｷｮｰ 星に希いをかけるとき

3 あいじょーじ アイジョージ 東京夫人 夢を呼ぶ男

4 あいじょーじ アイジョージ 赤いグラス 哀愁の人

5 あいじょーじ アイジョージ ガラスのジョニー ラマラゲニャー

6 あいじょーじ アイジョージ 哀愁のトランペット ｸｸﾙｸｸﾊﾟﾛﾏ

7 あいじょーじ アイジョージ 紅子のバラード 君の心の湖で

8 あいだけんじ 愛田健二 琵琶湖の少女 ぼくの夢

9 あいだけんじ 愛田健二 裏町酒場 ながれの花

10 あいみよこ 藍美代子 ミカンが実る頃 風小僧

11 あおいさんかくじょうぎ 青い三角定規 素足の世代 さようならぼくによろしく

12 あおいてるひこ あおい輝彦 二人の世界 あかりを消して

13 あおいてるひこ あおい輝彦 バラの渚 海岸道路

14 あおいてるひこ あおい輝彦 センチメンタルカーニバル 湘南ビーチガール

15 あおいてるひこ あおい輝彦 あなただけを 水鳥たちの季節

16 あおいひろこ 葵ひろ子 浅間追分 利根の子守唄

17 あおいひろこ 葵ひろ子 雪国の紅花 紅花の詩

18 あおえみな 青江三奈 夜の紅花 女の海

19 あおえみな 青江三奈 札幌の女 あなたを忍ぶ街

20 あおえみな 青江三奈 恍惚のブルース ひと知れぬ愛

21 あおえみな 青江三奈 夜の瀬戸内 広小路ブルース

22 あおえみな 青江三奈 新宿サタデーナイト 夜霧のワルツ

23 あおえみな 青江三奈 酒場人形 恋のおわり

24 あおえみな 青江三奈 池袋の夜 私にさわらないで

25 あおえみな 青江三奈 夜がわたしを誘惑するように 男たちのブルース

26 あおえみな 青江三奈 伊勢崎町ブルース 霧のハイウエー

27 あおえみな 青江三奈 国際線待合室 インターナショナルロビー

28 あおえみな 青江三奈 長崎ブルース 一人になりたい

29 あおえみな 青江三奈 長崎ブルース・池袋の夜 伊勢佐木町ブルース・恍惚のブルース

30 あおえみな 青江三奈 気まぐれブルース 痛みのブルース

31 あおえみな 青江三奈 銀座ブルーナイト 私のスター

32 あおえみな 青江三奈 伊勢崎町ブルース 長崎ブルース

33 あおきこういち 青木光一 柿の木坂の家 小島通いの郵便船

34 あおきてるみ 青木てるみ 冬しぐれ も一度咲きたい

35 あおやまかずこ 青山和子 愛と死をみつめて 若きいのちの日記

36 あかいとり 赤い鳥 紙風船 赤い花白い花

37 あかいとり 赤い鳥 竹田の子守唄 誰のために

38 あかいとり 赤い鳥 コンドルは飛んで行く サンホセへの道

39 あかいとり 赤い鳥 竹田の子守唄 翼をください

40 あかぎけいいちろう 赤木圭一郎 霧笛が俺を呼んでいる 男の怒りをぶちまけろ

41 あかぎけいいちろう 赤木圭一郎 追憶 月に吠える男

42 あかぎけいいちろう 赤木圭一郎 激流に生きる男 俺にまかせろ

43 あかさかこうめ 赤坂小梅 黒田節 鹿児島小原良節

44 あかずきん 赤ずきん あんたとあたい あの人

45 あきひとみ 秋ひとみ 幸せルージュをつけなさい ふたり坂

46 あきよしえみ 秋吉恵美 女の酒 ひなげし

47 あぐねすちゃん アグネスチャン はだしの冒険 心のとびら

48 あぐねすちゃん アグネスチャン 少し待ってて 頬に青い風

49 あぐねすちゃん アグネスチャン 冬の日の帰り道 ハローグッドバイ

50 あぐねすちゃん アグネスチャン やさしさ知らず ３つの銅貨

51 あぐねすちゃん アグネスチャン 妖精の詩 いじわる雨の日曜日

52 あぐねすちゃん アグネスチャン アゲイン グッドナイトミスロンリー

53 あぐねすちゃん アグネスチャン 花のささやき 雨の日の月曜日

54 あぐねすちゃん アグネスチャン 愛の迷い子 まごころ

55 あぐねすちゃん アグネスチャン ポケットいっぱいの秘密 しあわせの白い砂

56 あぐねすちゃん アグネスチャン 恋人たちの午後 ほほえみ

57 あぐねすちゃん アグネスチャン 星に願いを わたしの日曜日



58 あぐねすちゃん アグネスチャン 小さな恋の物語 ふたりの牧場

59 あぐねすちゃん アグネスチャン 草原の輝き 山鳩

60 あぐねすちゃん アグネスチャン 100万人のジャバウオーキー 風まかせ、愛まかせ

61 あさおかだいごろう 浅丘大五郎 北国の女 三河路慕情

62 あさおかめぐみ 麻丘めぐみ 夏八景 黄昏のテラス

63 あさおかめぐみ 麻丘めぐみ 水色のページ 風邪をひいた彼

64 あさおかめぐみ 麻丘めぐみ 悲しみよこんにちは もしかしたら

65 あさおかめぐみ 麻丘めぐみ 白い部屋 ウェディングドレス

66 あさおかめぐみ 麻丘めぐみ 雪の中の二人 恋にゆれて

67 あさおかめぐみ 麻丘めぐみ 芽ばえ 素晴らしき１６才

68 あさおかめぐみ 麻丘めぐみ アルプスの少女 ヘイ・ミスター

69 あさおかゆきじ 朝岡雪路 島育ち 嘆きのピエロ

70 あさおかゆきじ 朝岡雪路 雨がやんだら 大人の愛について

71 あさおかゆきじ 朝岡雪路 グッドバイマイラブ 別れ模様

72 あさおかるりこ 浅丘ルリ子 愛の化石 お願い帰って

73 あさおかるりこ 浅丘ルリ子 愛の化石 流れる雲

74 あさおかるりこ 浅丘ルリ子 心の裏窓 水色の季節

75 あさかゆい 浅香唯 メロディ フレンド

76 あさかゆい 浅香唯 ネバーランド 笑顔はどうしたの

77 あさかゆい 浅香唯 瞳にストーム エスケイプの夏

78 あさかゆい 浅香唯 セシル 哀しみの翼

79 あさかゆい 浅香唯 虹のドリーマー ブルーホライゾン

80 あさかゆい 浅香唯 トゥルーラブ ナイトダンサー

81 あさかゆい 浅香唯 シーガール ステイバイミー

82 あさかゆい 浅香唯 ビリーブアゲイン １９時のルナ

83 あさくらみき 麻倉未稀 千億の恋人 モノクローム

84 あさくらみき 麻倉未稀 ヒーロー 横須賀ブレークダンス

85 あさくらみき 麻倉未稀 孤独の戦士 想いでに愛をこめて

86 あさだみよこ 浅田美代子 少女恋唄 紅い花

87 あさだみよこ 浅田美代子 赤い風船 いつかどこかで

88 あさだみよこ 浅田美代子 想い出のカフェテラス ひとりぼっちの誕生日

89 あさだみよこ 浅田美代子 この胸にこの髪に ヒロシの想い出

90 あさだみよこ 浅田美代子 わたしの宵待草 恋のシンデレラ

91 あさのゆうこ 浅野ゆう子 ムーンライト・タクシー リンゴの心

92 あしやがんのすけ 芦屋雁之助 娘よ 家のかみさん

93 あずさみちよ 梓みちよ こんにちは赤ちゃん いつもの小道で

94 あずさみちよ 梓みちよ よこがお 九月の渚

95 あずさみちよ 梓みちよ あかいサルビア リリーマルレーン

96 あずさみちよ 梓みちよ 二人でお酒を 両手で愛して

97 あずさみちよ 梓みちよ 信天翁（あほうどり） ミッドナイト・ブルー

98 あずさみちよ 梓みちよ 渚のセニョリータ 二人の夏

99 あずさみちよ 梓みちよ 恋のギターラ 恋してる

100 あずさみちよ 梓みちよ 月夜と舟と恋 夜はバラ色

101 あずまはちろう 東八郎 ディスコケンコー ディスコケンコー

102 あずまはちろう 東八郎 娘へのバラード 今夜は泣いてもいいよ

103 あずまひかり 東ひかり 河内カルメン お手を拝見

104 あそうようこ 麻生よう子 片隅のふたり これから私は

105 あそうようこ 麻生よう子 午前零時の鐘 あの人らしい

106 あそうようこ 麻生よう子 Ｂ1パブ 涙のかわくまで

107 あそうようこ 麻生よう子 逃避行 泪は紅い

108 あだちあきら 安達明 女学生 夕焼けの丘

109 あつみきよし 渥美清 男はつらいよ チンガラホケキョーの唄

110 あつみじろう 渥美二郎 釜山港へ帰れ 流れギター

111 あつみじろう 渥美二郎 他人酒 もどり道

112 あつみじろう 渥美二郎 忘れてほしい おまえが居なけりゃ

113 あつみじろう 渥美二郎 夢追い酒 おもいで北千住

114 あとりえ アトリエ 素足のバイバイステップ うつむいてしまったあなた

115 あのねのね あのねのね つくばねの唄 傷だれけの追憶

116 あのねのね あのねのね ネコニャンニャンニャン ヤンヤンロック



117 あべしずえ あべ静江 コーヒーショップで ひまわり

118 あべしずえ あべ静江 みずいろの手紙 恋人たちがいる舗道

119 あべりつこ 安部律子 お嫁に行くなら たそがれに別れて

120 あべりつこ 安部律子 愛のきずな 誰かの恋人

121 あまちしげる 天知茂 流れの雲に 愛のテーマ

122 あまちしげる 天知茂 非情の街 気にかかる

123 あまちまり 天地真理 虹をわたって ひまわりの小径

124 あまちまり 天地真理 ちいさな恋 ひとりじゃないの

125 あまちまり 天地真理 恋する夏の日 花ひらくとき

126 あまちまり 天地真理 ふたりの日曜日 真冬のデイト

127 あまちまり 天地真理 ちいさな恋 ある日私も

128 あまちまり 天地真理 水色の恋 風を見た人

129 あまちまり 天地真理 若葉のささやき 海にたくした願い

130 あまちまり 天地真理 ひとりじゃないの ポケットに涙

131 あまちまり 天地真理 想い出のセレナーデ わたしの場合

132 あまつはごろも 天津羽衣 明治一代 むらさき小唄

133 あまつはごろも 天津羽衣 静御前 一の谷哀歌

134 あみん あみん 待つわ 未知標

135 あみん あみん 琥珀色の想い出 ごめんめ

136 あらいまん 新井満 ワインカラーのときめき あぶない季節

137 あらいゆみ 荒井由実 あの日にかえりたい 少しだけ片想い

138 あらいゆみ 荒井由実 翳りゆく部屋 ベルベット・イースター

139 あらきいちろう 荒木一郎 いとしのマックス 美わしのシンデレラ

140 あらきいちろう 荒木一郎 空に星があるように 夕焼けの丘

141 あらじん アラジン 完全無欠のロックンローラー 道化師

142 ありす アリス チャンピオン 君よ涙でふりかえれ

143 ありす アリス 秋止符 ゴールは見えない

144 ありす アリス さらば青春の時 最後のアンコール

145 ありす アリス 遠くで汽笛を聞きながら もう二度と

146 ありす アリス 冬の稲妻 街路樹は知っていた

147 ありす アリス 夢去りし街角 逃亡者

148 ありす アリス 狂った果実 ピンクシャンパン

149 ありす アリス エスピオナージ 罪と罰

150 ありす アリス 涙の誓い 何処へ

151 ありす アリス ジョニーの子守唄 センチメンタルブルース

152 ありす アリス 今はもうだれも 明日への讃歌

153 ありす アリス 帰らざる日々 あの日のままで

154 ありす アリス さらば青春の時 最後のアンコール

155 あるふぃー アルフィー 君が通りすぎたあとに フォーザブランドニュードリーム

156 あるふぃー アルフィー 白夜 ロングウェイトゥフリーダム

157 あるふぃー アルフィー ラブレター 過ぎ去りし日々

158 あるふぃー アルフィー マイトゥルース イッツオールライト

159 あるふぃー アルフィー サンセットサマー 熱狂！ジャンピンググルーピー

160 あるふぃー アルフィー サファイアの瞳 木枯しに抱かれて

161 あるふぃー アルフィー 恋人になりたい チェックアウト

162 あるふぃー アルフィー ロックダム デイズゴーンバイ

163 あるふぃー アルフィー 別れの律動 挽歌

164 あるふぃー アルフィー ウィークエンドシャッフル 見つめていたい

165 あるふぃー アルフィー １月の雨を忘れない ガール

166 あるふぃー アルフィー 恋人達のペイヴメント ロールオーバーイエスタディ

167 あるふぃー アルフィー STARSHIP 愛の鼓動

168 あるふぃー アルフィー 星空のディスタンス DAWNTOWN STREET

169 あるる アルル ああ野麦峠 それは母

170 あわやのりこ 淡谷のり子 別れのブルース 雨のブルース

171 あんざいまりあ 安西マリア 涙の太陽 砂に消えた涙

172 あんぜんちたい 安全地帯 真夜中すぎの恋 ふたり

173 あんぜんちたい 安全地帯 プルシアンブルーの肖像 チャイナドレスでおいで

174 あんぜんちたい 安全地帯 恋の予感 ハピネス

175 あんぜんちたい 安全地帯 ワインレッドの心 We're alive



176 あんぜんちたい 安全地帯 碧い瞳のエリス 彼女は何かを知っている

177 あんぜんちたい 安全地帯 熱視線 一秒一夜

178 あんぜんちたい 安全地帯 萠黄色のスナップ 一度だけ

179 あんどうのぼる 安藤昇 男が死んで行く時に 由紀

180 あんどうゆみこ 安藤由美子 これぞ天下の上杉節 神話にっぽん音頭

181 あんとにおこが アントニオ古賀 新妻鏡 目ン無い千鳥

182 あんなじゅん 安奈淳 愛あればこそ 心のひとオスカル

183 あんなじゅん 安奈淳 薔薇になみだを 美しき愛の誓い

184 あんべみつとし あんべ光俊 君が好き 何故

185 あんまりこ アン真理子 悲しみは駆け足でやってくる 恋のプリンセス

186 あんり 杏里 悲しみがとまらない リメンバーサマーデー

187 あんり 杏里 キャッツアイ ダンシングウイズサンシャイン

188 あんり 杏里 思いきりアメリカン 風の中で loving you

189 あんり 杏里 地中海ドリーム ときめき

190 あんり 杏里 HAPPYENDでふられたい CATCH THE WIND

191 あんるいす アンルイス グッドバイマイラブ 暗くなるまで待って

192 あんるいす アンルイス 女はそれを我慢できない 湘南の男たち

193 あんるいす アンルイス ｱｲﾑｱﾛﾝﾘｰﾚﾃﾞｨ ラブミートゥナイト

1 いいおかだいがく 飯岡大学 縁切川 おんな暦

2 いいじままり 飯島真理 １グラムの幸福 いつものパーティー

3 いいじままり 飯島真理 愛おぼえていますか 天使の絵の具

4 いいじままり 飯島真理 夢色のスプーン リンゴの森の子猫たち

5 いいじままり 飯島真理 セシールの雨傘 フォトグラフ

6 いえろーまじっくおーけすとらｲｴﾛｰﾏｼﾞｯｸｵｰｹｽﾄﾗ ライディーン コズミックサーフィン

7 いえろーまじっくおーけすとらｲｴﾛｰﾏｼﾞｯｸｵｰｹｽﾄﾗ テクノポリス ｿﾘｯﾄﾞｽﾃｲﾄｻｳﾞｧｲｳﾞｧｰ

8 いえろーまじっくおーけすとらｲｴﾛｰﾏｼﾞｯｸｵｰｹｽﾄﾗ 君に胸キュン チャオスパニック

9 いがらしきよし 五十嵐喜芳 サンタルチア マレキアーレ

10 いがらしきよし 五十嵐喜芳 帰れソレントへ プジレコの漁夫

11 いがらしひろあき 五十嵐浩晃 ペガサスの朝 冬子の朝

12 いけださとし 池田聡 モノクロームヴィーナス 砂丘

13 いざわはちろう 井沢八郎 男船 浮草艶歌

14 いざわはちろう 井沢八郎 初陣 よさこい笠

15 いざわはちろう 井沢八郎 ああ上野駅 艶歌一代

16 いざわはちろう 井沢八郎 北海の満月 山に生きる

17 いしいあけみ 石井明美 チャチャチャ 愛は嵐

18 いしえみちよ 石江理世 放課後 好き

19 いしかわさゆり 石川さゆり 波止場しぐれ 夕雨子

20 いしかわさゆり 石川さゆり 火の国へ 奇跡があるなら

21 いしかわさゆり 石川さゆり あいあい傘 小指のいたみ

22 いしかわさゆり 石川さゆり 沈丁花 いつわりの部屋

23 いしかわさゆり 石川さゆり 暖流 秋しんしん

24 いしかわさゆり 石川さゆり 春一輪 風よつたえて

25 いしかわさゆり 石川さゆり あなたの私 心の手紙

26 いしかわさゆり 石川さゆり 東京めぐり愛 東京めぐり愛

27 いしかわさゆり 石川さゆり 天城越え 隠れんぼ

28 いしかわさゆり 石川さゆり 津軽海峡冬景色 野の花のように

29 いしかわさゆり 石川さゆり 能登半島 帰りたくない

30 いしかわさゆり 石川さゆり 流氷 風の都

31 いしかわさゆり 石川さゆり 天の川情話 野菊の宿

32 いしかわせり 石川セリ 八月の濡れた砂 ムーンライト・サーファー

33 いしかわひでみ 石川秀美 熱風 感じてＰＩＰＩ

34 いしかわひでみ 石川秀美 愛の呪文 振られた気分

35 いしかわひとみ 石川ひとみ まちぶせ 懐かしきリフレイン

36 いしかわゆうこ 石川優子 フラミンゴ ガラスの中のラブストーリー

37 いしかわゆうこ 石川優子 ラブイズドリーム 運命川

38 いしかわゆうこ 石川優子、チャゲ ふたりの愛ランド 渚の誓い

39 いしげきょうこ 石毛恭子 ジングルベル あかはなのトナカイ

40 いしげきょうこ 石毛恭子 サンタがまちにやってくる ホワイトクリスマス

41 いしざかいさお 石坂いさお 大学ルーキー ネネネ（歌は松島アキラ）



42 いしだあゆみ いしだあゆみ わたしのことだけ 湖に雨が降るとき

43 いしだあゆみ いしだあゆみ 誘惑的な午後 昨日のおんな

44 いしだあゆみ いしだあゆみ 何があなたをそうさせた 恋人と呼んで

45 いしだあゆみ いしだあゆみ 喧嘩のあとでくちづけを 天使の足音

46 いしだあゆみ いしだあゆみ 今日からあなたと ある日街角で

47 いしだあゆみ いしだあゆみ ブルーライトヨコハマ 明日より永遠に

48 いしだあゆみ いしだあゆみ 太陽は泣いている 夢でいいから

49 いしだふみこ 石田文子 私の恋はシャボン玉 恋のときめき

50 いしだゆり 石田ゆり 愛ある限り いつか来る朝

51 いしのまこ 石野真子 思いっきりサンバ 雨の日のジュテーム

52 いしのまこ 石野真子 私の首領 いたずら

53 いしのまこ 石野真子 彩りの季節 初夏が一番

54 いしのまこ 石野真子 彼が初恋 私のしあわせ

55 いしのまこ 石野真子 めまい ヴィヴァサンシャイン

56 いしのまこ 石野真子 狼なんか怖くない ひとり娘

57 いしのまこ 石野真子 春ラララ 恋のジョギング

58 いしばししょうじ 石橋正次 お嫁にもらおう 妹とふたり

59 いしばししょうじ 石橋正次 夜明けの停車場 今日という日を

60 いしばししょうじ 石橋正次 鉄橋を渡ると涙がはじまる ふたりの海辺

61 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 傷心の雨 霧に消えた人

62 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 二人の世界 泣かせるぜ

63 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 夕日の丘 青い満月

64 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 赤いハンカチ 霧子に逢いたい

65 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 青い滑走路 ふたり

66 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 泣くのはおよし 愛してる

67 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 不思議な夢 野良犬

68 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 夜霧の慕情 雨の港町

69 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 夜明けの街 孤独の詩

70 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 旧友 きょうよりあしたが

71 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 花と竜 泣きたい

72 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 アカシアは枯れた あの橋を渡ろう

73 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 昭和たずねびと 嘆きの天使

74 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 おやじの舟唄 おれの小樽

75 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 霧の波止場町 離愁

76 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 わが人生に悔いなし 俺の人生

77 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 別れ言葉に接吻を 秋子

78 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 みんな誰かを愛してる 誕生日おめでとう

79 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 さよならは昼下り 愛フォーエバー

80 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 ブランデーグラス 恋の町札幌

81 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 夜霧よ今夜も有難う 粋な別れ

82 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 地獄花 こぼれ花

83 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 夜霧のブルース・人生の並木路 上海ブルース・雨の酒場で

84 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 黎明 北斗七星

85 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 時間よお前は 涙は俺がふく

86 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 さすらい花 春愁

87 いしはらゆうじろう 石原裕次郎 北の旅人 想い出はアカシア

88 いずみちどり 泉ちどり 緋ざくら仁義 緋ざくら参上

89 いずみちどり 泉ちどり 夫婦ごごろ 慕情の酒

90 いずみちどり 泉ちどり 夫婦あかり 青春劇場

91 いずみまさこ 和泉雅子、山内賢 星空の二人 かげぐち

92 いずみまさこ 和泉雅子、山内賢 二人の朝 雪割草の歌

93 いずみまさこ 和泉雅子、山内賢 二人の銀座 踊りたいわ

94 いずみやしげる 泉谷しげる 寒い国から来た手紙 1/2ブルース

95 いずみようじ 泉洋次 光と影のバラード ＶＡＧＡＢＯＮＤ　ＳＴＯＲＹ

96 いせしょうぞう 伊勢正三 リアス式の恋 Tonight Tonight

97 いそんえ 李成愛 カスマプゲ 黄色いシャツ

98 いたみさちお 伊丹幸雄 青い麦 抱きしめたい

99 いたみさちお 伊丹幸雄 合言葉 二人のシーズン

100 いつきひろし 五木ひろし 浪花盃 東京水中花



101 いつきひろし 五木ひろし どこへ帰る 波止場灯り

102 いつきひろし 五木ひろし おまえとふたり 夜風

103 いつきひろし 五木ひろし 愛の始発 恋は淡雪

104 いつきひろし 五木ひろし 細雪 冬の蛍

105 いつきひろし 五木ひろし 港の五番町 死んでもいい

106 いつきひろし 五木ひろし ふるさと 丘の上の赤い花

107 いつきひろし 五木ひろし みれん 恋人

108 いつきひろし 五木ひろし そしてめぐり逢い 大人のつきあい

109 いつきひろし 五木ひろし ふたりの旅路 約束

110 いつきひろし 五木ひろし 契り 契りパートⅡ

111 いつきひろし 五木ひろし 長良川艶歌 徒然の花

112 いつきひろし 五木ひろし 千曲川 愛のいのち

113 いつきひろし 五木ひろし 長良川艶歌 おはん

114 いつきひろし 五木ひろし 夜空 テールランプ

115 いつきひろし 五木ひろし 浜昼顔 さよならを言う前に

116 いつきひろし 五木ひろし ふたりの夜明け 忘れはしない

117 いつきひろし 五木ひろし さくら音頭 昭和行進曲

118 いつきひろし 五木ひろし 幸せさがして ながれ川

119 いつきひろし 五木ひろし 北酒場 風の音

120 いつわまゆみ 五輪真弓 抱きしめて 野生の涙

121 いつわまゆみ 五輪真弓 熱いさよなら ラブ

122 いつわまゆみ 五輪真弓 さよならだけは言わないで 春に咲く花

123 いつわまゆみ 五輪真弓 残り火 恋愛ともだち

124 いつわまゆみ 五輪真弓 恋人よ ジョーカー

125 いつわまゆみ 五輪真弓 運命（さだめ） 春・のすたるじい

126 いでせつこ 井出せつ子 黒い霧の街 つめたい鏡

127 いとうきよこ 伊東きよ子 青いシャツ 子犬と結婚なさい

128 いとうきよこ 伊東きよ子 花と小父さん 愛のかけら

129 いとうさきこ 伊藤咲子 木枯しの二人 赤ちゃんみたいな女の子

130 いとうさきこ 伊藤咲子 いい娘に逢ったらドキッ 想い出まつり

131 いとうさきこ 伊藤咲子 冬の星 雨の中に消えて

132 いとうさきこ 伊藤咲子 ひまわり娘 オレンジの涙

133 いとうさきこ 伊藤咲子 未完成 迷路の中で

134 いとうつかさ 伊藤つかさ 少女人形 童話色

135 いとうとしひろ 伊藤敏博 秋終記 流行病の街

136 いとうとしひろ 伊藤敏博 青春１８ カレンダー

137 いとうとしひろ 伊藤敏博 サヨナラ模様 貴方を

138 いとうひさお 伊藤久男 イヨマンテの夜・山のけむり あざみの歌・たそがれの夢

139 いとうひさお 伊藤久男 暁に祈る 父よあなたは強かった

140 いとうひさお 伊藤久男 熱砂の誓い 白蘭の歌

141 いとうひさお 伊藤久男 露営の歌 父よあなたは強かった

142 いとうひさお 伊藤久男 暁に祈る 熱砂の誓い

143 いとうまいこ 伊藤麻衣子 見えない翼 粉雪のラブレター

144 いとうみほ いとう美穂 赤い飛白 夕暮れの街

145 いとうゆかり 伊東ゆかり 朝のくちづけ 愛を知ったの

146 いとうゆかり 伊東ゆかり あの人の足音 誘わないで

147 いとうゆかり 伊東ゆかり 誰も知らない よせばいいのに

148 いとうゆかり 伊東ゆかり 星を見ないで 潮風のふたり

149 いとうゆかり 伊東ゆかり 彼 めぐり逢い

150 いとうゆかり 伊東ゆかり 朝を返して 横を向いたの

151 いとうゆかり 伊東ゆかり 小指の想い出 夜霧にかくれて

152 いとうゆかり 伊東ゆかり 逢びき 愛はなぜ終る

153 いとうゆかり 伊東ゆかり 知らなかったの おしゃれな恋

154 いとうゆかり 伊東ゆかり 恋のしずく あなたの言った言葉

155 いとうゆかり 伊東ゆかり わたしだけのもの そよかぜ

156 いとうゆかり 伊東ゆかり ちいさな恋 わたしのお星さま

157 いとうゆかり 伊東ゆかり 愛は限りなく 花のささやき

158 いなかっぺい 伊奈かっぺい 春風 かっぺい子守唄

159 いながきじゅんいち 稲垣潤一 ドラマティックレイン 蒼い追憶



160 いなばあきら 因幡晃 別涙 サンデーモーニング

161 いなばあきら 因幡晃 思いで だから帰るわ

162 いなばあきら 因幡晃 わかって下さい 夏

163 いぬいゆみ いぬいゆみ 小さな希望 ５月の恋

164 いぬいゆみ いぬいゆみ 四季の歌 さよならを言う前に

165 いのうえじゅん 井上順 お世話になりました 街はずれの家

166 いのうえじゅん 井上順 昨日今日明日 ふたり

167 いのうえたかゆき 井上尭之バンド 三郎のテーマ 秀次のテーマ

168 いのうえだいすけ 井上大輔 めぐりあい ビギニング

169 いのうえただお 井上忠夫 水中花 流れ雲

170 いのうえただお 井上忠夫 男と女の星座 君に捧げんサヨナラを

171 いのうえただお 井上忠夫 青春三文オペラ われらの時代

172 いのうえひろし 井上ひろし 雨に咲く花 煙草が二箱消えちゃった

173 いのうえようすい 井上陽水 夢の中へ 紙飛行機

174 いのうえようすい 井上陽水 東へ西へ あどけない君のしぐさ

175 いのうえようすい 井上陽水 御免 旅から旅

176 いのうえようすい 井上陽水 新しいラプソディ ダメなメロン

177 いのうえようすい 井上陽水 心もよう 帰れない二人

178 いのうえようすい 井上陽水 闇夜の国から いつもと違った春

179 いのうえようすい 井上陽水 あかずの踏切り 白い一日

180 いのうえようすい 井上陽水 青空ひとりきり フライト

181 いのうえようすい 井上陽水 夕立 ゼンマイじかけのカブト虫

182 いのうえようすい 井上陽水 人生が二度あれば 断絶

183 いのうえようすい 井上陽水 ミスコンテスト 八月の休暇

184 いのうえようすい 井上陽水 いっそセレナーデ Speedy Night

185 いばらきたいこう 茨木大光 夜半の雨 道ずれ

186 いほうじん 異邦人 ソウルチョンフ 嗚呼役者やのう

187 いもきんとりお イモ欽トリオ ハイスクールララバイ 欽ドンのテーマ

188 いもきんとりお イモ欽トリオ ティアドロップ探偵団 サーフサイドエックス

189 いるか イルカ フォローミー 私だけの子守唄

190 いるか イルカ 君は悲しみの おりこうさんにはならないよ

191 いるか イルカ 雨の物語 我が愛犬

192 いるか イルカ なごり雪 ラバーボール

193 いわさきひろみ 岩崎宏美 未来 夏からのメッセージ

194 いわさきひろみ 岩崎宏美 センチメンタル そうなのよ

195 いわさきひろみ 岩崎宏美 銀河伝説 愛の生命

196 いわさきひろみ 岩崎宏美 あざやかな場面 いちご讃歌

197 いわさきひろみ 岩崎宏美 ファンタジー パピヨン

198 いわさきひろみ 岩崎宏美 二重唱 月見草

199 いわさきひろみ 岩崎宏美 夏に抱かれて ラブアラベスク

200 いわさきひろみ 岩崎宏美 摩天楼 絵空事

201 いわさきひろみ 岩崎宏美 熱帯魚 夏のたまり場

202 いわさきひろみ 岩崎宏美 春おぼろ 吐息ばかり

203 いわさきひろみ 岩崎宏美 恋待草 つぶやけば愛

204 いわさきひろみ 岩崎宏美 ロマンス 私たち

205 いわさきひろみ 岩崎宏美 万華鏡 泣きながら目覚めて

206 いわさきひろみ 岩崎宏美 シンデレラハネムーン 南南西の風の中で

207 いわさきひろみ 岩崎宏美 さよならの挽歌 夕暮れメヌエット

208 いわさきひろみ 岩崎宏美 二十才前 ザマン

209 いわさきひろみ 岩崎宏美 すみれ色の涙 ひまわり

210 いわさきひろみ 岩崎宏美 思秋期 折れた口紅

211 いわさきひろみ 岩崎宏美 聖母たちのララバイ 赤い糸

212 いわさきひろみ 岩崎宏美 想い出の樹の下で わたしの１０９５日

213 いわさきひろみ 岩崎宏美 女優 レンガ通りの恋人達

214 いわさきひろみ 岩崎宏美 スローな愛がいいわ 白夜

215 いわさきひろみ 岩崎宏美 悲恋白書 愛をどうぞ

216 いわさきひろみ 岩崎宏美 檸檬 影絵

217 いわさきよしみ 岩崎良美 ラストダンスには早過ぎる 波にさらわれた恋

218 いわさきよしみ 岩崎良美 赤と黒 クライマックス



219 いわさきよしみ 岩崎良美 タッチ 君がいなければ

1 うぃんく ウィンク 愛が止まらない DING DING 

2 うえきひとし 植木等 それはないでショ 笑えピエロ

3 うえだちか 上田知華 パープルモンスーン サンセット

4 うえだまさき 上田正樹 悲しい色やね NIGHT TRAIN TO THE SKY

5 うえだまり 上田茉莉 はじめての日から 燃えるときめき

6 うえはらさとし 上原敏 裏町人生 妻恋道中

7 うーさんさん 呉珊珊 あなたさがして仙台 カラオケ

8 うしろがみひかれたい うしろ髪ひかれ隊 時の河を越えて うしろ髪ひかれ隊

9 うちだあかり 内田あかり 素顔 女って

10 うちだあかり 内田あかり 浮世絵の街 恋のさいはて

11 うめざわとみお 梅沢富美男 夢芝居 茶々

1 えこのみっくあにまるずｴｺﾉﾐｯｸｱﾆﾏﾙｽﾞ 帰ってきた港のヨーコ バイバイマイラブ

2 えちつーおー H２Ｏ 想い出がいっぱい １０％の雨予報

3 えなみきょうこ 江波杏子 漂泊 望郷

4 えぬえすぴー ＮＳＰ 冬の花火はおもいで花火 男と女の余白

5 えぬえすぴー ＮＳＰ 八十八夜 恋は水色涙色

6 えぬえすぴー ＮＳＰ 雨は似合わない なんて空だろう

7 えのもとけんいち 榎本健一 エノケンの洒落男 月光価千金

8 えのもとみさえ 榎本美佐江 後追い三味線 ふたり傘

9 えびすはまさぶろう 胡浜三郎 女のまごころ 愛が騒ぐの

10 えぽ ｅｐｏ ライフイントーキョー ハウカム

11 えぽ ｅｐｏ ｳｴｰﾝ２ｱｰﾙｲﾝﾗﾌﾞ ﾗﾌﾞﾛｽﾄﾌｫｰｴﾊﾞｰ

12 えぽ ｅｐｏ 渚のモニュメント すてきなジェニー

13 えぽ ｅｐｏ うふふふ 無言のジェラシー

14 えぽ ｅｐｏ 三番目の幸せ いつか

15 えぼにーうぇっぶ エボニーウェッブ ディスコお富さん カラオケ

16 えむ 絵夢 遠くへ 母からの手紙

17 えむ 絵夢 雨に消えた想い 04：３８発

18 えりちえみ 江利チエミ 酒場にて 陽気なスージー

19 えりちえみ 江利チエミ さのさ 五木の子守唄

1 おいかわこうへい 及川恒平 面影橋から 夢のまた夢

2 おおえせんり 大江千里 十人十色 真冬のランドリエ

3 おおかわえいさく 大川栄策 花吹雪 盆がえり

4 おおかわえいさく 大川栄策 あなたに生きる 女の愛情

5 おおかわえいさく 大川栄策 目ン無い千鳥 新妻鏡（アントニオ古賀）

6 おおかわえいさく 大川栄策 目ン無い千鳥・人生劇場 影を慕いて・酒は涙か溜息か

7 おおかわえいさく 大川栄策 さざんかの宿 湯の町しぐれ

8 おおかわひろみ 大川ひろみ 女の街 笑ってさよなら

9 おおきのぶお 大木伸夫 花と竜 男の花道

10 おおきのぶお 大木伸夫 涙の酒 遠山の金さん

11 おおきのぶお 大木伸夫 裸の男 裏町人生

12 おおきひでお 大木英夫 あたなまかせの夜だから 大州の夜

13 おおぎひろこ 扇ひろ子 浮草の宿 あいうえお小唄

14 おおぎひろこ 扇ひろ子 新宿ブルース 悪い人よあたた

15 おおぎひろこ 扇ひろ子 新宿ゴールデン街 女の子守唄

16 おおぎひろこ 扇ひろ子 女の影法師 女は夢がほしいのよ

17 おおぎひろこ 扇ひろ子 赤い椿の三度笠 姫様やくざ

18 おおぎひろこ 扇ひろ子 仁義 東京三度笠

19 おおくぼかずひさ 大久保一久 暁に帰る 色褪せた街角

20 おおさわいつみ 大沢逸美 ジェームスディーンみたいな女の子 グッドガール

21 おおさわよしゆき 大沢誉志幸 ゴーゴーヘブン 終わりのない傾き

22 おおしたはちろう 大下八郎 裏町番外地 オホーツクの海

23 おおしたはちろう 大下八郎 おんなの宿 親なしとんぼ

24 おおたきえいいち 大滝詠一 バチェラーガール フィヨルドの少女

25 おおたきえいいち 大滝詠一 さらばシベリア鉄道 Ａ面で恋をして

26 おおたきゆうこ 大滝裕子 恋のウォーミングアップ 黄色いかぶと虫

27 おおたひろみ 太田裕美 しあわせ未満 初恋ノスタルジー

28 おおたひろみ 太田裕美 恋人たちの１００の偽り 四季絵巻



29 おおたひろみ 太田裕美 恋愛遊戯 心象風景

30 おおたひろみ 太田裕美 最後の一葉 銀のオルゴール

31 おおたひろみ 太田裕美 失恋魔術師 さよならのワルツ

32 おおたひろみ 太田裕美 赤いハイヒール 茶色の鞄

33 おおたひろみ 太田裕美 木綿のハンカチーフ 揺れる愛情

34 おおたひろみ 太田裕美 九月の雨 マニュキュアの小瓶

35 おおたひろみ 太田裕美 雨だれ 白い季節

36 おおたひろみ 太田裕美 さらばシベリア鉄道 HAPPY BIRTHDAY TO ME

37 おおたみき 大田美喜 キリスト様神様仏様 おんな無宿

38 おおつよしこ 大津美子 ここに幸あり いのちの限り

39 おおつかがりばー 大塚ガリバー 人間の駱駝 煉瓦色のかげろう

40 おおつかはくどう 大塚博堂 過ぎ去りし想い出は 夕暮れのような微笑

41 おおつかはくどう 大塚博堂 Never could say good-bye 映画館

42 おおつかふみお 大塚文雄 最上川舟唄 出羽三山音頭

43 おおつかふみお 大塚文雄 山形盆唄 三泉小唄

44 おおつかまさよし 大塚正義 お早うさん しろい花あかい花

45 おおつきみやこ 大月みやこ 大阪ふたりづれ 幸福のれん

46 おおつきみやこ 大月みやこ 大阪ごころ 涙の波止場

47 おおつきみやこ 大月みやこ 潮来舟 おもかげ波止場

48 おおつきみやこ 大月みやこ 母恋三味線 船場のこいさん

49 おおつきみやこ 大月みやこ 別れてひとり 旅まくら

50 おおつきみやこ 大月みやこ サラリーマン小唄 いろはに小唄

51 おおつきみやこ 大月みやこ 潮来舟 おけさがらす

52 おおつきみやこ 大月みやこ 愛してちょうだい 私の願い

53 おおつきみやこ 大月みやこ 女の港 海峡の港

54 おおともゆうこ 大友裕子 傷心 ワイルドガイ

55 おおともゆうこ 大友裕子 手切れ金 歩けないの

56 おおとりけいこ 鳳けい子 さすらい子守唄 むすめ浪曲渡り鳥

57 おおとりけいこ 鳳けい子 ああ人生泣き笑い じょんがら酒場

58 おおにしたまこ 大西玉子 新さんさ時雨 嵯峨立甚句

59 おおのかつお 大野克夫 太陽にほえろ

60 おおばいたる 大場いたる ふるさとはまだ 長沢小唄

61 おおばくみこ 大場久美子 ディスコドリーム ミルキーウェイ

62 おおばくみこ 大場久美子 フルーツ詩集 あなたとワインと太陽と

63 おおばくみこ 大場久美子 スプリングサンバ ヘッドホーン

64 おおはしえりこ 大橋恵里子 経験シーズン アイスコーヒー

65 おおはしじゅんこ 大橋純子 シルエットロマンス 過ぎてきた河

66 おおはしじゅんこ 大橋純子 たそがれマイラブ ラブマシーン

67 おおむらなみひこ 大村波彦 ドリームＲ＆Ｒパワー ﾑｰﾝﾗｲﾄｽﾀｰﾗｲﾄ

68 おおわだばく 大和田獏 コーヒーブラウン 日暮れ公園

69 おーやんふぃふぃ 欧陽非非 雨のヨコハマ 死んでもいいわ

70 おーやんふぃふぃ 欧陽非非 雨の御堂筋 愛のともしび

71 おーやんふぃふぃ 欧陽非非 ラブイズオーバー カラオケ

72 おかざきまさや 岡崎まさ也 栄町の夜 死ぬほど愛してすてられて

73 おかざきゆき 岡崎友紀 メランコリー・キャフェ ウオッカ・ツイスト

74 おかだかわい 岡田可愛 涙こらえて あなただけに

75 おかだかわい 岡田可愛 悲しカナリヤ 恋のめざめ

76 おかだなな 岡田奈々 かざらない青春 プリーズプリーズ

77 おかだゆきこ 岡田有希子 ファーストデイト そよ風はペパーミント

78 おかだゆきこ 岡田有希子 くちびるネットワーク 恋のエチュード

79 おかてるみ 岡てるみ ツーマイラブ 行かせて下さいお母さん

80 おかばやしのぶやす 岡林信康 グッバイマイダーリン 遠い朝

81 おかもとあつお 岡本敦郎・岸恵子 花のいのちは 君は遥かな

82 おかもとただし 岡本正 すみれの花 日時計

83 おがただいさく 尾形大作 無錫旅情 清名橋から

84 おがわかずや 小川一也とナイトジャックス 北国慕情 にがい酒

85 おがわじゅんこ 小川順子 夜の訪問者 恋はひとりぼっち

86 おがわともこ 小川知子 初恋の人 ふたりになりたい

87 おがわともこ 小川知子 忘れていいの 愛の幕切れ



88 おがわともこ 小川知子 ゆうべの秘密 あなたに夢中なの

89 おがわともこ 小川知子 ゆうべの秘密・恋のときめき 誰もいない処で・だから許して

90 おぎのめようこ 荻野目洋子 ダンシングヒーロー ぜんまいじかけの水曜日

91 おぎのめようこ 荻野目洋子 湾岸太陽族 粉雪のリゾート

92 おぎのめようこ 荻野目洋子 六本木純情派 ロマンティックオデッセイ

93 おくむらちよ 奥村チヨ 嘘でもいいから 心は他人にならないで

94 おくむらちよ 奥村チヨ 中途半端はやめて 恋人形

95 おくむらちよ 奥村チヨ 青い月夜 愛の花咲頃

96 おくむらちよ 奥村チヨ 恋狂い 何かいいことありそうな

97 おくむらちよ 奥村チヨ 甘い生活 可愛い女

98 おくむらちよ 奥村チヨ 北国の春はみじかい 北国の春はみじかい

99 おくむらちよ 奥村チヨ 北国の青い空 愛の真珠貝

100 おくむらちよ 奥村チヨ 恋の奴隷 眠くなるまで

101 おくむらちよ 奥村チヨ くやしいけれど幸せよ きめちゃったから

102 おくむらちよ 奥村チヨ 終着駅 気ままくらしの女

103 おくむらちよ 奥村チヨ 涙いろの恋 雨が降る夜

104 おぐらけい 小椋佳 風の鏡 君は海だ

105 おぐらけい 小椋佳 君は海だ 海へ

106 おぐらけい 小椋佳 道草 スタンドスティル

107 おぐらけい 小椋佳 旅支度 何年ぶり

108 おぐらけい 小椋佳 何処から何処へ何の為に 白い一日

109 おぐらけい 小椋佳 大いなる旅路 この胸の高なりを

110 おぐらけい 小椋佳 揺れるまなざし 雨の露草に似て

111 おぐらけい 小椋佳 めまい シクラメンのかほり

112 おぐらけい 小椋佳 少しは私に愛を下さい さらば青春

113 おぐらけい 小椋佳 少しは私に愛を下さい 残された憧憬

114 おぐらけい 小椋佳 帰っちゃおうかな この汽車は

115 おぐらけい 小椋佳 大いなる旅路 さらば青春

116 おぐらけい 小椋佳 六月の雨 砂漠の少年

117 おぐらけい 小椋佳 白い一日 花化粧

118 おざきあみ 尾崎亜美 瞑想 冬のポスター

119 おざききよひこ 尾崎紀世彦 あなたに賭ける 愛のみに生きて

120 おざききよひこ 尾崎紀世彦 愛する人はひとり 自由であれば

121 おざききよひこ 尾崎紀世彦 かがやける愛の日に ララバイ

122 おざききよひこ 尾崎紀世彦 また逢う日まで 帰郷

123 おざききよひこ 尾崎紀世彦 さよならをもう一度 夕やけの誓い

124 おざわみゆき 小沢深雪 さすらいの唄 夜空の慕情

125 おだようこ 小田陽子 シャドウ＆ミー Killing Me Tonight

126 おぜきゆうじ 尾関裕司 街灯り アメリカさよなら

127 おぜきゆうじ 尾関裕司 夢だから 二人

128 おぜきゆうじ 尾関裕司 バイ・バイ・シェリー １００　ＤＡＹＳ　アメリカの旅

129 おぜきゆうじ 尾関裕司 ラブリー最上川 カラオケ

130 おだかけいこ 小高桂子 あなた忘れの一人旅 港のさだめ

131 おっくす オックス スワンの涙 オックスクライ

132 おっくす オックス ガールフレンド 花の指輪

133 おとこぐみ 男闘呼組 タイムゾーン 秋

134 おとこぐみ 男闘呼組 秋 ロンリー

135 おとこぐみ 男闘呼組 デイブレーク ミッドナイトトレイン

136 おとこざわれいぞう 男澤禮三 斎太郎子守唄 お立ち酒

137 おにゃんこくらぶ おニャン子クラブ うしろゆびさされ組 女学生の決意

138 おにゃんこくらぶ おニャン子クラブ じゃあね アレレレ

139 おにゃんこくらぶ おニャン子クラブ お先に失礼 プリントの夏

140 おのゆきこ 小野由紀子 他人船 おんなの酒

141 おばきゅう オバキュウ オバキュウ音頭 オバケのキュウ太郎

142 おふこーす オフコース 時に愛は 僕等の時代

143 おふこーす オフコース コール ２度目の夏

144 おふこーす オフコース やさしさにさようなら 通りすぎた夜

145 おふこーす オフコース 愛を止めないで 美しい思い出に

146 おふこーす オフコース 僕の贈りもの めぐり逢う今



147 おふこーす オフコース あなたのすべて 海を見つめて

148 おふこーす オフコース 君が嘘をついた 愛よりも

149 おふこーす オフコース 1985 哀しみをそのまま

150 おふこーす オフコース 緑の日々 シティナイツ

151 おふこーす オフコース 夏の日 君の幸せを祈れない

152 おふこーす オフコース イッツオールナイト イッツクワイトオールナイト

153 おふこーす オフコース もっと近くに タイニープリティガール

154 おふこーす オフコース イエスイエスイエス メインストリートをつっ走れ

155 おふこーす オフコース 夏から夏まで ぜんまいじかけの嘘

156 おふこーす オフコース たそがれ ラストナイト

157 おふこーす オフコース ひとりで生きてゆければ あいつの残したものは

158 おふこーす オフコース 生まれ来る子供たちのために この海に誓って

159 おふこーす オフコース めぐる季節 ランナウェイ

160 おふこーす オフコース こころは気紛れ あなたがいれば

161 おふこーす オフコース エンドレスナイト ｱｲｽﾞｲﾝｻﾞﾊﾞｯｸｵﾌﾞﾏｲﾊｰﾄ

162 おふこーす オフコース 眠れぬ夜 昨日への手紙

163 おふこーす オフコース 君住む街へ インストルメンタルバージョン

164 おふこーす オフコース 風に吹かれて 恋を抱きしめよう

165 おふこーす オフコース 愛の中へ クリスマスデイ

166 おふこーす オフコース さよなら　 汐風のなかで

167 おふこーす オフコース アイラブユー 夜はふたりで

168 おめがとらいぶ オメガトライブ アクアマリンのままで 海流のなかの島々

169 おりいしげこ 織井茂子 黒百合の歌 夜がわらっている

170 おりいしげこ 織井茂子 君の名は 君は遥かな

171 おりいしげこ 織井茂子 黒百合の歌・君の名は 夜がわらっている・知りもしないで


