
歌手名（ひらがな） 歌手名（漢字） 曲　　　　　名（Ａ面） 曲　　　　　名（Ｂ面）
1 ばーじんぶいえす ヴァージンブイエス ロンリーローラー サブマリン

2 ばーじんぶいえす ヴァージンブイエス 星空サイクリング ムーンライト・コースター

3 ばーず バーズ ふり向くな君は美しい きらめきの日々

4 ばーびーぼーいず バービーボーイズ 使い放題 プリティドール

5 ばーぶさたけ バーブ佐竹 星が云ったよ 青いゴムゾーリ

6 ばーぶさたけ バーブ佐竹 別れ酒 ネオン川

7 ばーぶさたけ バーブ佐竹 女心の唄 白い太陽

8 ばーぶさたけ バーブ佐竹 カクテル小唄 大阪無情

9 ぱーぷるしゃどうず パープルシャドウズ 小さなスナック パープルスカイ

10 ぱいおにあ パイオニア パイオニアわれら いざパイオニア

11 ばいしょうちえこ 倍賞千恵子 かあさんの歌 赤とんぼ

12 ばいしょうちえこ 倍賞千恵子 下町の太陽 恋人なんてめんどくさい

13 ばいしょうちえこ 倍賞千恵子 さよならはダンスの後に 谷間のチャペル

14 ばいしょうちえこ 倍賞千恵子 瞳とじれば バラ色の街で

15 ばいしょうちえこ 倍賞千恵子 さよならはダンスの後に 妹よ

16 ばいしょうちえこ 倍賞千恵子 おはなはん おはなはんのﾃｰﾏ

17 ばいしょうちえこ 倍賞千恵子 さくら貝の歌 星に祈る

18 はいだかつひこ 灰田勝彦 眠れない夜は 生まれて生きて

19 はいだかつひこ 灰田勝彦 鈴懸の径 森の木径

20 はいふぁいせっと ハイファイセット メモランダム 個人的メッセージ

21 はいふぁいせっと ハイファイセット 少しだけまわり道 レディグレイ

22 はいふぁいせっと ハイファイセット フィーリング もうひとつのダンス

23 はいふぁいせっと ハイファイセット 卒業写真 美術館

24 はいふぁいせっと ハイファイセット 風の街 クリスタルナイト

25 はうんどどっぐ ハウンドドッグ ロックス ロングウェイホーム

26 はうんどどっぐ ハウンドドッグ フォルテシモ ダンスでロマンス

27 はぎわらけんいち 萩原健一 お前に惚れた 兄貴のブギ

28 ばくちく バクチク ジャストワンモアキス トゥサーチ

29 はくちょうざ 白鳥座 記念樹 コスモス便り

30 はくちょうざ 白鳥座 心にスニーカーをはいて サークルゲーム

31 はこざきしんいちろう 箱崎伸一郎 熱海の夜 抱擁

32 はこざきしんいちろう 箱崎伸一郎 抱擁 傷跡

33 はこざきしんいちろう 箱崎伸一郎 氷雨 どうしたらいいの

34 はこざきしんいちろう 箱崎伸一郎 意地っぱり 惜別

35 はざまかんぺい 間寛平 ひらけチューリップ ヘビおんな物語

36 はしだのりひこ はしだのりひこ 花嫁 竹田の子守唄

37 はしだのりひこ はしだのりひこ 戦争を知らない子供たち 地球は回るよ

38 はしだのりひこ はしだのりひこ 花嫁 この道

39 はしだのりひこ はしだのりひこ 朝陽のまえに さよなら

40 はしゆきお 橋幸夫 江梨子 あした逢う人

41 はしゆきお 橋幸夫 南海の美少年 成田の花太郎

42 はしゆきお 橋幸夫 幸せめぐり 君たちが今

43 はしゆきお 橋幸夫 今夜は離さない 男と女

44 はしゆきお 橋幸夫 雨の中の二人 ネエ君君

45 はしゆきお 橋幸夫 八州喧嘩笠 気まま街道

46 はしゆきお 橋幸夫 白い制服 芸魂

47 はしゆきお 橋幸夫 大利根仁義 たった一人の君なのに

48 はしゆきお 橋幸夫 シンガポールの夜は更けて 南十字に涙して

49 はしゆきお 橋幸夫 思い出のカテリーナ 銀座で逢った人だから

50 はしゆきお 橋幸夫 恋のインターチェンジ 花の仁義

51 はしゆきお 橋幸夫 哀愁の果てに 夜更けのラブコール

52 はしゆきお 橋幸夫 潮来笠 おけさ唄えば

53 はしゆきお 橋幸夫 殺陣師一代 木曽ぶし三度笠

54 はしゆきお 橋幸夫 殺陣師一代 花のお江戸の若さま侍

55 はしゆきお 橋幸夫 夜は恋する バラ色の二人

56 はしゆきお 橋幸夫 僕等はみんな恋人さ ぜったい好きだぜ

57 はしゆきお 橋幸夫 あした逢う人 すずらん娘

58 はしゆきお 橋幸夫 恋をするなら 孤独のブルース



59 はしゆきお 橋幸夫 ささえ 寝顔

60 はしゆきお 橋幸夫 この世を花にするために この道

61 はしゆきお 橋幸夫 ゼッケンナンバーワンスタートだ 外人墓地

62 はしゆきお 橋幸夫 花太郎笠 成田ばやし

63 はしゆきお 橋幸夫 恋と涙の太陽 太陽だって泣いている

64 はしゆきお 橋幸夫 チェチェチェ 愛をこめて

65 はしゆきお 橋幸夫 あの娘と僕 涙の小窓

66 はしゆきお 橋幸夫 霧氷 星にきいてみる

67 はしゆきお 橋幸夫 子連れ狼 刺客道

68 はしゆきお 橋幸夫 残侠小唄 あんこはお嫁に

69 はしゆきお 橋幸夫 恋のメキシカンロック 若い渚

70 はしゆきお 橋幸夫 江梨子 （雪村いづみ、初恋の湖）

71 ばず バズ 記念日 チャラチャラ

72 はせがわきよし 長谷川きよし 灰色の瞳 黒の舟唄

73 はせがわきよし 長谷川きよし 別れのサンバ 歩きつづけて

74 はせがわきよし 長谷川きよし 音をたてて愛が 人の心は移ろいゆくもの

75 はせがわみつる 長谷川満 いろは口説 庄内おばこ

76 はたけやまみどり 畠山みどり ああ人生 武田節

77 はたけやまみどり 畠山みどり こわれた命 利尻慕情

78 はたけやまみどり 畠山みどり 歌こそわが人生 どん底万才

79 はたけやまみどり 畠山みどり 人生街道 生まれてくるのがおそかった

80 はたけやまみどり 畠山みどり ツキツキ節 糸満かもめ

81 はたけやまみどり 畠山みどり ダンチョネ酒場 浪曲渡り鳥

82 はたけやまみどり 畠山みどり ちょうど時間となりました さわらぬ神にたたりなすし

83 はたけやまみどり 畠山みどり 女侠一代 なにがなんとしてなんとやら

84 はたけやまみどり 畠山みどり 恋は神代の昔から 聞いて頂戴この話

85 はたけやまみどり 畠山みどり 男心と秋の空 それを信じて今日まで二年

86 はたけやまみどり 畠山みどり ハッケヨイ待った 出世街道

87 はたけやまみどり 畠山みどり 浮世街道 氷雪の門

88 ぱっしょなーた パッショナータ 卑弥呼 火星と金星の陰謀

89 ぱてぃ パティ 明日咲く 恋のエトランゼ

90 はなぶさあり 英亜里 おねがい手拍子を 幼かったふたり

91 はなぶさあり 英亜里 花の手拍子 恋の熱帯魚

92 ばにーず バニーズ 太陽野郎 ワイルドボーイ

93 はにーないつ ハニーナイツ ふりむかないで 愛するハーモニー

94 はにーないつ ハニーナイツ オー・チン・チン 雑木林に月が出る

95 はまじゅんこ 浜純子 あなたがすべて 夜のくちぐせ

96 はまだしょうご 浜田省吾 青春のヴィジョン とぎれた愛の物語

97 はまだしょうご 浜田省吾 LONELY 愛という約束事 もうひとつの土曜日

98 はまだみつお 浜田光夫 街の並木道 青春の裏街

99 はまだみつお 浜田光夫 花の十九よ いつまでも

100 はまだみつお 浜田光夫 ぼくら同級生 若者よ胸を張れ

101 はまだよしみ 浜田良美 いつのまにか君は ボロぐつのブルース

102 はやしいさお 林　伊佐緒 ダンスパーティの夜 高原の宿

103 はやしけいこ 林恵子 少年炭坑節 少年相馬二遍返し

104 はやしひろこ 林寛子 日暮れどき 夕月白く

105 はやせゆかこ 早瀬優香子 椿姫の夏 太陽とクレッセント

106 はやみあきら 速水アキラ 失恋専科 ラブトリップ

107 はやみゆう 早見優 夏色のナンシー 可愛いサマータイム

108 はやみゆう 早見優 哀愁情句 不意打ちのランデブー

109 はやみゆう 早見優 ラッキー・リップス 悲しいToo Many Rules

110 はやみゆう 早見優 誘惑光線・クラッ 緑色のラグーン

111 ばらくーだー バラクーダー 日本全国酒飲み音頭 うそつきおんな

112 はらだいすけ 原大輔 秋冬 恋唄遊び

113 はらだこうじ 原田幸二 花巻慕情 さいはてひとり

114 はらだじゅん 原田潤 ぼくの先生はフィーバー ディアティーチャー

115 はらだしんじ 原田真二 タイムトラベル ジョイ

116 はらだしんじ 原田真二 スイート・ベイビー 恋をブレンド・ドレッシング

117 はらだしんじ 原田真二 雨のハイウェイ wrong・way



118 はらだしんじ 原田真二 a day I Love You Gently

119 はらだしんじ 原田真二 キャンディ グッド・ラック

120 はらだともよ 原田知世 時をかける少女 ずっとそばに

121 はらだともよ 原田知世 ダンデライオン 守ってあげたい

122 はらだともよ 原田知世 天国にいちばん近い島 愛してる

123 はらだゆり 原田悠里 木曽路の女 裏小路

124 はらゆうこ 原由子 うさぎの唄 ラビングユー

125 ばりえて ヴァリエテ 甘い生活 シュガーイエロー

126 ぱる パル 空は七つの恋の色 白い砂浜

127 ぱる パル さようなら学生時代 ミッドナイト・コール

128 ぱんだふる・はうす パンダフル・ハウス おはようおやすみ日曜日 明るい雨

129 ばんばひろふみ ばんばひろふみ サチコ 三日間の空白

130 ばんばひろふみ ばんばひろふみ 速達 ぼくたちの箱船

131 ばんばん バンバン いちご白書をもう一度 冷たい雨

132 ばんばん バンバン いちご白書をもう一度 霧雨の朝突然に

133 ばんばん バンバン 永すぎた春 縁切寺

1 びーあんどびー ビーアンドビー 恋のテイク３ ミツコ

2 ぴーたー ピーター 愛の美学 仮面の告白

3 ぴーたー ピーター 夜と朝のあいだに 神々の薔薇

4 ぴーたー ピーター 生きているのが淋しくて 時はめぐれど

5 びーとたけし ビートたけし オーケーマリアンヌ シティバード

6 ぴーなっつ ピーナッツ 恋のフーガ 離れないで

7 ぴーなっつ ピーナッツ 東京ブルーレイン ローマの雨

8 ぴーなっつ ピーナッツ 恋のフーガ 離れないで

9 ぴーなっつ ピーナッツ サンフランシスコの女 ロンリー空港

10 ぴーなっつ ピーナッツ 乙女の祈り ばってんばってんばってんてん

11 びーばーず ビーバーズ 君なき世界 ホワイトベイビーホワイ

12 びぃーなす ヴィーナス キッスは目にして 涙のシンデレラガール

13 びぃれっじしんがーず ヴィレッジシンガーズ 亜麻色の髪の乙女 瞳をとじて

14 びぃれっじしんがーず ヴィレッジシンガーズ 虹の中のレモン 思い出の指輪

15 ぴかそ ピカソ ファンタジー 濡れた瞳のピクチャー

16 ひかるげんじ 光ゲンジ パラダイス銀河 ロングラン

17 ひかるげんじ 光ゲンジ ダイヤモンドハリケーン ウエルカム

18 ひかるげんじ 光ゲンジ ガラスの十代 グラデュエーション

19 ひぐちしずお 樋口静雄・新橋みどり 戦友の唄（同期の桜） 軍港千鳥

20 ひぐらし 日暮し いにしえ 木橋の上から

21 ひだりぼくぜん 左ト全 老人と子供のポルカ おじいちゃん好き

22 ひでとろざんな ヒデとロザンナ ボクは金魚のチビタレメ 地球はマンマ

23 ひでとろざんな ヒデとロザンナ ふたりの関係 愛は傷つきやすく

24 ひでとろざんな ヒデとロザンナ 素晴しい雲 涙をうばって

25 ひでとろざんな ヒデとロザンナ 素晴しい雲 ふたりの関係

26 ひでとろざんな ヒデとロザンナ 愛にふりむいて 心のラブソングを

27 ひでとろざんな ヒデとロザンナ 卒業 北野クラブ

28 ひでとろざんな ヒデとロザンナ 抱擁 運命の星

29 ひでとろざんな ヒデとロザンナ 愛は傷つきやすく 涙をうばって

30 ひでとろざんな ヒデとロザンナ ローマの奇跡 真夜中のボサノバ

31 ひでとろざんな ヒデとロザンナ あなたとともに 愛の嵐

32 びとういさお 尾藤イサオ 悲しき叫びのブルース 涙のギター

33 びとういさお 尾藤イサオ 悲しき願い ｼﾝｷﾝｸﾞ･ｵﾌﾞ･ﾕｰ・ﾍﾞｲﾋﾞｰ

34 ひとふしたろう 一節太郎 浪曲おけさ 赤い涙の渡り鳥

35 ひとふしたろう 一節太郎 浪曲子守唄 晴れ姿子守唄

36 ひとふしたろう 一節太郎 親馬鹿人生 出世子守唄

37 ひとふしたろう 一節太郎 浪曲子守唄 一発節

38 ひのてるこ 日野てる子 泣きぬれる夕陽に 爪をかむ少女

39 ひのてるこ 日野てる子 夏の日の想い出 ワンレイニーナイトイントーキョー

40 ひのてるこ 日野てる子 浜辺は夜だった 恋の渚で

41 ひのてるこ 日野てる子 さいはての湖 ふるさとが恋しいとき

42 ひのてるこ 日野てる子 港の丘に泪して アルペン小唄

43 ひのてるこ 日野てる子 堂ヶ島慕情 青い汐風



44 ひのてるこ 日野てる子 道 水色の雨にぬれて

45 ひのてるこ 日野てる子 悲しい青空 夜の渚の君とぼく

46 ひのてるこ 日野てる子 南の誘惑 云いだせなくて

47 ひのてるこ 日野てる子 若い朝 そのことは云えない

48 ひのてるこ 日野てる子 南十字の星に泣く 海から来る人

49 ひのてるこ 日野てる子 誰かしら 好きだと云って

50 ひのみか 日野美歌 越後路春知らず 春一輪

51 ひのみか 日野美歌 氷雨 北の女

52 びび ビビ スカイピクニック 風の誘惑

53 ひびかおる 響かおる 太陽がこわいの 愛されたいの

54 びゅーてぃぺあ ビューティペア かけめぐる青春 真夜中のひとりごと

55 ひよしみみ 日吉ミミ 男と女のお話 むらさきの慕情

56 ひよしみみ 日吉ミミ 男と女の数え唄 男ははじめに女は最後に

57 ひらおまさあき 平尾昌晃畑中葉子 サンフランシスコ行き 赤いレインコート

58 ひらおまさあき 平尾昌晃畑中葉子 エーゲ海の旅 恋ごころ

59 ひらおまさあき 平尾昌晃畑中葉子 カナダからの手紙 揺れる二人

60 ひらおまさあき 平尾昌晃 ロックンロールタイフーン 聖者の行進

61 ひらたたかお 平田隆夫ｾﾙｽﾀｰｽﾞ 悪魔がにくい 恋は悲しい物語

62 ひらたたかお 平田隆夫ｾﾙｽﾀｰｽﾞ ハチのムサシは死んだのさ 天使は消えた

63 ひらたみつる 平田満 愛の狩人 札幌長崎おんな達

64 ひらのまさあき 平野雅昭 演歌チャンチャカチャン おかしなおかしな演歌

65 ひらのまさあき 平野雅昭 演歌スチャラカチャン 演歌ナニガナニシテナントヤラ

66 ひらやまみき 平山三紀 ノアの箱舟 心のとびらをノックして

67 ひらやまみき 平山三紀 ビューティフルヨコハマ さよならのブルース

68 ひらやまみき 平山三紀 真夏の出来事 ブンブン

69 びりーばんばん ビリーバンバン さよならをするために 野ばらの咲いてた道

70 びれっじ・しんがーず ビレッジ・シンガーズ バラ色の雲 輝く星

71 ひろしあんどきーぼー ヒロシアンドキーボー ３年目の浮気 愛し合うなら今

72 ひろしま８８ ひろしま８８ 君を守りたい ワウワウワウ

73 ひろたみえこ 弘田三枝子 恋のクンビア 愛の言葉を

74 ひろたみえこ 弘田三枝子 人形の家 あなたがいなくても

75 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 ひとり酒 おんな町

76 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 女のきず 哀愁海峡

77 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 望郷新相馬 おまかせしますこの命

78 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 女のちかい 哀しき流浪

79 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 女のゆめ 渡り鳥

80 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 女のねがい 男とは

81 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 女のみち 沖縄のひと

82 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 片恋酒 夫婦路

83 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 夢を抱く女 夜に消えたい

84 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 あなたが欲しい よろしく言ってたぜ

85 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 夢を抱く女 夜に消えたい

86 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 おまえ 苦労かけたね

87 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 くやし涙もでやしない 魚町ブルース

88 ぴんからきょうだい ぴんから兄弟 ひとり酒 おまえ

89 ぴんきーときらーず ピンキーとキラーズ 恋の季節 つめたい雨

90 ぴんきーときらーず ピンキーとキラーズ 涙の季節 涙のバラード

91 ぴんきーときらーず ピンキーとキラーズ 恋人の讃歌 陽のあたる街

92 ぴんくれでぃー ピンクレディー ペッパー警部 乾杯お嬢さん

93 ぴんくれでぃー ピンクレディー ジパング 事件が起きたらベルが鳴る

94 ぴんくれでぃー ピンクレディー 愛ギリギリ 秘密のパラダイス

95 ぴんくれでぃー ピンクレディー 波乗りパイレーツ 波乗りパイレーツ

96 ぴんくれでぃー ピンクレディー マンデーモナリザクラブ アダムとイブスーパーラブ

97 ぴんくれでぃー ピンクレディー キスインザダーク ウォークアウェイレニー

98 ぴんくれでぃー ピンクレディー 渚のシンドバッド パパイヤ軍団

99 ぴんくれでぃー ピンクレディー ラストプリテンダー アメニック

100 ぴんくれでぃー ピンクレディー エスオーエス ピンクの林檎

101 ぴんくれでぃー ピンクレディー ピンクタイフーン ハローミスターモンキー

102 ぴんくれでぃー ピンクレディー 透明人間 スーパーモンキー孫悟空



103 ぴんくれでぃー ピンクレディー ドゥユアベスト 愛しのニューオリンズ

104 ぴんくれでぃー ピンクレディー カルメン７７ パイプの怪人

105 ぴんくれでぃー ピンクレディー ウォンテッド 逃げろお嬢さん

106 ぴんくれでぃー ピンクレディー モンスター キャッチリップ

107 ぴんくれでぃー ピンクレディー UFO レディ X

1 ふぃんがーふぁいぶ フィンガーファイブ 恋のダイヤル６７００ 初めてのクラス会

2 ふぃんがーふぁいぶ フィンガーファイブ 個人授業 恋の研究

3 ふぃんがーふぁいぶ フィンガーファイブ 聖しこの夜 赤鼻のトナカイ

4 ふぇあちゃいるど フェアチャイルド おまかせピタゴラス キュウキュウキュウ

5 ふぉーくくるせいだーず フォーククルセイダーズ 帰ってきたヨッパライ ソーラン節

6 ふぉーくろーばーす フォークローバース 冬物語 時のいたずら

7 ふぉーせいんつ フォーセインツ 小さな日記 ふりかえらないで

8 ふぉーりーぶす フォーリーブス ヤンヤン体操 ヤンヤンソング

9 ふぉーりーぶす フォーリーブス 恋するジャック 緑の河

10 ふぉーりーぶす フォーリーブス 人生は一度きりだから なぜだよ

11 ふぉーりーぶす フォーリーブス ある兵士の賭け 草笛の天使

12 ふぉーりーぶす フォーリーブス 課外授業 君にこの愛を

13 ふぉーりーぶす フォーリーブス 夏のふれあい 真夏の愛

14 ふぉーりーぶす フォーリーブス 涙のオルフェ はじめてなんだ

15 ふぉーりーぶす フォーリーブス 夏の誘惑 太陽の季節

16 ふぉーりーぶす フォーリーブス あしたが生まれる ためらいながらも強く

17 ふぉーりーぶす フォーリーブス 約束 朝やけの中で

18 ふぉーりーぶす フォーリーブス 新しい冒険 愛ははじまった

19 ふきのとう ふきのとう 風の船 君は人形

20 ふきのとう ふきのとう 春雷 バージニアスリム

21 ふくしまくにこ 福島邦子 スロー・ダンサー Sweet Love Song

22 ふくじゅそう ふくじゅ草 東京 ふるさとの風を

23 ふくながけいき 福永恵規 風のInvitation 渚のＵターン

24 ふじいいちこ 藤井一子 チェックポイント スナイパー

25 ふじきまり 藤木まり 恋はStep by Step Fool's Paradise

26 ふじけいこ 藤圭子 網走番外地 星の流れに

27 ふじけいこ 藤圭子 黒い花びら カスバの女

28 ふじけいこ 藤圭子 愛の巡礼 恋仁義

29 ふじけいこ 藤圭子 哀愁酒場 あなたへの未練

30 ふじけいこ 藤圭子 みちのく小唄 圭子の三度笠

31 ふじけいこ 藤圭子 命預けます ネオン街の女

32 ふじけいこ 藤圭子 花は流れて 遊侠の人

33 ふじけいこ 藤圭子 女は恋に生きてゆく 盛り場数え唄

34 ふじけいこ 藤圭子 みちのく小唄 会津磐梯山

35 ふじけいこ 藤圭子 女のブルース あなたまかせのブルース

36 ふじけいこ 藤圭子 新宿の女 生命ぎりぎり

37 ふじけいこ 藤圭子 圭子の夢は夜ひらく 東京流れもの

ふじけいこ 藤圭子 さいはての女 東京花ものがたり

38 ふじじゅんこ 藤純子 女渡世人 女一匹のブルース

39 ふじじゅんこ 藤純子・高倉健 おんなの命 網走番外地

40 ふじたえみこ 藤田絵美子 なごり雨 ゆきずり岬

41 ふじのひろし 藤野宏 めおと酒 泣いたら負け節涙ぶし

42 ふじのひろし 藤野宏 未練町涙町 みなと恋歌

43 ふじむらたいすけ 藤村泰介 みちゆき あまい涙

44 ふじわらよしのり 藤原義則 北海男船 日本おめでた囃子（京極加津恵）

45 ふじわらりょう 藤原良 海をこえて友よきたれ 東京五輪音頭

46 ふじやまいちろう 藤山一郎 懐かしのボレロ 山のかなたに

47 ふじやまいちろう 藤山一郎 青い山脈 山のかなたに

48 ふじやまいちろう 藤山一郎 青い山脈 丘を越えて

49 ふせあきら 布施明 ジャイアント馬場の瀬戸の花嫁 山の吊橋

50 ふせあきら 布施明 そよ風を君にあげよう 家路

51 ふせあきら 布施明 恋 すずかけの泉

52 ふせあきら 布施明 愛の終りに 女

53 ふせあきら 布施明 冬の停車場 そっとおやすみ



54 ふせあきら 布施明 何故 小さな屋根の下

55 ふせあきら 布施明 ときめき あいつの涙

56 ふせあきら 布施明 愛のこころ 榛名湖の少女

57 ふせあきら 布施明 君は薔薇より美しい セラヴィ

58 ふせあきら 布施明 おもいで 悲しき旅路

59 ふせあきら 布施明 甘い十字架 君の素顔

60 ふせあきら 布施明 陽ざしの中で 僕の心は風に舞う

61 ふせあきら 布施明 冬の停車場 女

62 ふせあきら 布施明 これが青春だ 貴様と俺

63 ふせあきら 布施明 落葉が雪に 夢のむこうへ

64 ふせあきら 布施明 積木の部屋 愛の孤独

65 ふせあきら 布施明 シクラメンのかほり 淋しい時

66 ふせあきら 布施明 愛すれど切なく マイウェイ

67 ふせあきら 布施明 カルチェラタンの雪 ラナ

68 ふせあきら 布施明 たまらなくテイスティ 偽りの愛

69 ふせあきら 布施明 ３０５の招待席 ホテルプルメリア

70 ふたばあきこ 二葉あき子 古き花園 水色のワルツ

71 ふたばゆりこ 二葉百合子 岸壁の妻 お蝶夫人

72 ふたばゆりこ 二葉百合子 草燃える 北条政子

73 ふたばゆりこ 二葉百合子 母の旅路 母子星

74 ふたばゆりこ 二葉百合子 北郷の母 ノサップ岬

75 ふたばゆりこ 二葉百合子 九段の母 名月赤城山

76 ふたばゆりこ 二葉百合子 母の涙 おんなと故郷

77 ふたばゆりこ 二葉百合子 岸壁の母 お夏清十郎

78 ふたばゆりこ 二葉百合子 勝海舟 船は咸臨丸

79 ふなきかずお 舟木一夫 まだ見ぬ君を恋うる歌 ひとりになると

80 ふなきかずお 舟木一夫 哀愁の夜 東京百年

81 ふなきかずお 舟木一夫 山のかなたに 歩いて行こうよどこまでも

82 ふなきかずお 舟木一夫 おみこし野郎 いなせじゃないか若旦那

83 ふなきかずお 舟木一夫 東京は恋する 虹のむこうに

84 ふなきかずお 舟木一夫 火消し若衆 木挽哀歌

85 ふなきかずお 舟木一夫 右衛門七討入り 右衛門七節

86 ふなきかずお 舟木一夫 学園広場 只今授業中

87 ふなきかずお 舟木一夫 花咲く乙女たち 若き旅情

88 ふなきかずお 舟木一夫 絶唱 禁じられた愛の言葉

89 ふなきかずお 舟木一夫 ほんきかしら 君について行こう

90 ふなきかずお 舟木一夫 どうしているかい 秋着駅

91 ふなきかずお 舟木一夫 愛につつまれて センチメンタルボーイ

92 ふなきかずお 舟木一夫 江戸っ子祭り 淋しかないさ

93 ふなきかずお 舟木一夫 太陽にヤｱ 真珠っ子

94 ふなきかずお 舟木一夫 さんざしの花に咲けば 夕笛

95 ふなきかずお 舟木一夫 心こめて愛する人へ じっとしていると恋しい

96 ふなきかずお 舟木一夫 ブルートランペット 話してごらんこの僕に

97 ふなきかずお 舟木一夫 今日かぎりのワルツ ひぐれ山唄

98 ふなきかずお 舟木一夫 夢の中の恋人

99 ふなきかずお 舟木一夫 渚のお嬢さん 月とヨットと遠い人

100 ふなきかずお 舟木一夫 星の広場に集まれ 北国の旅情

101 ふなきかずお 舟木一夫 高原のお嬢さん 夏の日の若い恋

102 ふなきかずお 舟木一夫 北国のビギン くちなしのバラード

103 ふなきかずお 舟木一夫 絶唱 雨の中に消えて

104 ふなきかずお 舟木一夫 残雪 幸せよ急げ

105 ふなきかずお 舟木一夫 高校三年生 学園広場

106 ふなきかずお 舟木一夫 紫のひと 東京みれん雨

107 ふなきかずお 舟木一夫 仲間たち はるかなる山

108 ふなきかずお 舟木一夫 愛はまぼろし 君の手で花束を

109 ふなきかずお 舟木一夫 修学旅行 淋しい町

110 ふなばしいちろう 船橋一郎 樅の木だけが知っている 松山の里

111 ふらいんぐはっち フライングハッチ 涙のむこうに 恋のカーニバル

112 ぶらっくこーひー ブラック・コーヒー 遠野物語 飛行船



113 ふらんくながい フランク永井 大阪ぐらし あなたと呼びたい

114 ふらんくながい フランク永井 水のように 幸せひとつ

115 ふらんくながい フランク永井 おまえに 妻を恋うる唄

116 ふらんくながい フランク永井 東京しぐれ 悲しきさすらい

117 ふらんくながい フランク永井 妻を恋うる唄 黒いいす

118 ふらんくながい フランク永井 有楽町で逢いましょう 夜霧の第2国道

119 ふらんくながい フランク永井 俺は淋しいんだ 夜霧に消えたチャコ

120 ぶるーこめっつ ブルーコメッツ ハチハニーの歌

121 ぶるーこめっつ ブルーコメッツ それはキッスで始まった あじさい色の恋

122 ぶるーこめっつ ブルーコメッツ すみれ色の涙 こころの虹

123 ぶるーこめっつ ブルーコメッツ 何処へ センチメンタルシティ

124 ぶるーこめっつ ブルーコメッツ ブルーシャトウ 甘いお話

125 ぶるーこめっつ ブルーコメッツ マリアの泉 白い恋人

126 ぶるーこめっつ ブルーコメッツ 希望にみちた二人のために 想い出の彼方に

127 ぶるーこめっつ ブルーコメッツ 生きるよろこびを その時雲は流れてた

128 ぶるーこめっつ ブルーコメッツ 海辺の石段 冬の嵐

129 ぶるーとれいん ブルートレイン 函館ブルース 思い出の札幌

130 ぶろーどさいどふぉー ブロードサイドフォー 若者たち 青い鳥が泣いている

131 ぶろーどさいどふぉー ブロードサイドフォー 星に祈りを なんて幸せなんだろう

1 へいわかつじ 平和勝次 宗右衛門町ブルース 五人の彼女

2 ぺぎーはやま ペギー葉山 鏡 学生時代

3 ぺぎーはやま ペギー葉山 南国土佐を後にして よさこい時雨

4 ぺぎーはやま ペギー葉山 アモーレミオ ナポリは恋人

5 ぺぎーはやま ペギー葉山 君について行こう メイム

6 べっついあんどくりす ベッツイアンドクリス 白い色は恋人の色 パピルスの船に乗って

7 べっついあんどくりす ベッツイアンドクリス 美しいものたちよ 北国の恋歌

8 へどばとだびで ヘドバとダビデ ナオミの夢 ナオミの夢

9 へどばとだびで ヘドバとダビデ 朝もやのなか 地球は回るよ

10 ぺどろあんどかぷりしゃす ﾍﾟﾄﾞﾛｱﾝﾄﾞｶﾌﾟﾘｼｬｽ 陽かげりの街 ラストシーン

11 ぺどろあんどかぷりしゃす ﾍﾟﾄﾞﾛｱﾝﾄﾞｶﾌﾟﾘｼｬｽ メリーゴーランド 陽かげりの街

12 ぺどろあんどかぷりしゃす ﾍﾟﾄﾞﾛｱﾝﾄﾞｶﾌﾟﾘｼｬｽ 五番街のマリーへ ジョニィへの伝言

13 ぺどろあんどかぷりしゃす ﾍﾟﾄﾞﾛｱﾝﾄﾞｶﾌﾟﾘｼｬｽ 五番街のマリーへ 教会へ行く

14 ぺどろあんどかぷりしゃす ﾍﾟﾄﾞﾛｱﾝﾄﾞｶﾌﾟﾘｼｬｽ 別れの朝 夜のカーニバル

15 へれんささの ヘレン笹野 心細いな マルガリータ

16 へんみまり 辺見マリ めまい 男の部屋

17 へんみまり 辺見マリ 経験 １９歳の変身

1 ほしこうじ 星光二 ふりむかないで 霧のリバーサイド

2 ぼすた＆どっぐれんじゃー ボス太＆ﾄﾞｯｸﾞﾚﾝｼﾞｬｰ 噛んだろか ハートはドッグドッグ

3 ほそかわたかし 細川たかし 心のこり 泣きぐせ

4 ほそかわたかし 細川たかし みれん心 長い夜

5 ほそかわたかし 細川たかし 望郷じょんがら お前を一人に出来ないよ

6 ほそかわたかし 細川たかし 北の旅愁 あなた次第

7 ほそかわたかし 細川たかし ひとり旅 海鳴りの町

8 ほそかわたかし 細川たかし ぬくもり ジョニーの港町

9 ほそかわたかし 細川たかし おんなの春 私と暮らしてよ

10 ほそかわたかし 細川たかし 北酒場 幸子

11 ほそかわたかし 細川たかし 矢切の渡し おんな岬

12 ほそかわたかし 細川たかし 浪花節だよ人生は オホーツクの町

13 ほそかわたかし 細川たかし 港夜景 だけどあなたを憎めない

14 ほそかわたかし 細川たかし 女の十字路 わかれ化粧

15 ほそかわたかし 細川たかし 新宿情話 星屑の街

16 ぽっぷこーんめーかーず ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝﾒｰｶｰｽﾞ ポップコーン 穴の中のかえる

17 ぼにーじゃっくす ボニージャックス 切手のないおくりもの しっぽの丸い小犬

18 ぼにーじゃっくす ボニージャックス ああ玉杯に花うけて・都ぞ弥生 古い顔・七里ガ浜の哀歌

19 ぼにーじゃっくす ボニージャックス ああ玉杯に花うけて・都ぞ弥生 都ぞ弥生

20 ぽぴーず ポピーズ 恋は気分 私の負けよ

21 ほりうちたかお 堀内孝雄 南回帰線 大放浪

22 ほりうちたかお 堀内孝雄 君のひとみは１００００ボルト 故郷には帰りたくない

23 ほりうちたかお 堀内孝雄 愛しき日々 あなたが美しいのは



24 ほりうちたかお 堀内孝雄 ガキの頃のように 時を止めて眠るまでは

25 ほりうちたかお 堀内孝雄 恋唄綴り 今日も最高やねｴ

26 ほりえじゅん 堀江淳 メモリーグラス 夢吹雪

27 ほんごうなおき 本郷直樹 燃える恋人 ラブロック万才

28 ほんだたかし 本田孝 雪国の女 雨よいつまでも

29 ほんだみお 本田美緒 哀ダンサー ドゥリーミー・ナイト

30 ほんだみなこ ｗ ワンウェイジェネレーション 心のアラーム響かせて

31 ほんだみなこ 本田美奈子 Temptation（誘惑） If

32 ほんだみなこ 本田美奈子 悲しみSwing 今夜はビートに乗れない

33 ほんだみなこ 本田美奈子 Sosotte ハーフムーンはあわてないで

34 ほんだみなこ 本田美奈子 Help TOKYO GIRL

35 ほんだるつこ 本田路津子 白い花 歩きなれた道

36 ほんだるつこ 本田路津子 秋でもないのに 小さな丘の小さな家

37 ぼんち ぼんち 恋のぼんちシート オーバーチュア海

38 ほんまちよこ 本間千代子 純愛の白い砂 若草の丘

39 ほんまちよこ 本間千代子 この心ある限り 私はついてない


