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歌手名（ひらがな） 歌手名（漢字） タイトル名

探偵物語14

19 やしろあき 八代亜紀 亜紀　日本列島

16 やざわえいきち 矢沢永吉 ゴールドラッシュ

15 やすだみなみ 安田南 Some Feeling

17 やしろあき 八代亜紀 オリジナルベスト

18 やしろあき 八代亜紀 オリジナルベスト１６

20 やしろあき 八代亜紀 演歌ごころ

素顔の私

ソングブックVol.1

思い出は美しすぎて

Ｗの悲劇

夢十話

やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子

1

2 やがみじゅんこ 八神純子

やがみじゅんこ 八神純子

3 やがみじゅんこ 八神純子 COMMUNICATION

4 やがみじゅんこ 八神純子 夢をみる頃を過ぎても

5 やがみじゅんこ 八神純子 Mr.メトロポリス

6 やがみじゅんこ 八神純子 八神純子ザベスト

7 やがみじゅんこ 八神純子 八神純子ロンリーガール

8 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子 古今集

9 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子

やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子

13 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子

10 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子 野蛮人のように

11 やくしまるひろこ 薬師丸ひろ子 天に星、地に花

12

21 やしろあき 八代亜紀 なみだ恋から女だから

22 やしろあき 八代亜紀 ベスト歌謡１６

23 やしろあき 八代亜紀 ヒット歌謡ベスト３０

24 やしろあき 八代亜紀 演歌ごころ

25 やしろあき 八代亜紀 演歌ごころ　花と蝶

26 やしろあき 八代亜紀 哀歌



絶唱

48 やまぐちももえ 山口百恵 赤い疑惑

47 やまぐちももえ 山口百恵

46 やまぐちももえ 山口百恵 花ざかり

31 やなぎじょーじ 柳ジョージﾚｲﾆｳｯﾄﾞ TIME IN CHANGES

27 やしろあき 八代亜紀 演歌熱唱

28 やなぎじょーじ 柳ジョージﾚｲﾆｳｯﾄﾞ YOKOHAMA

29 やなぎじょーじ 柳ジョージﾚｲﾆｳｯﾄﾞ RAINY WOOD AVENUE

30 やなぎじょーじ 柳ジョージﾚｲﾆｳｯﾄﾞ SAYONARA

32 やまがたすみこ やまがたすみこ 虹

33 やまがたすみこ やまがたすみこ 風、空、そして愛

34 やまがたすみこ やまがたすみこ オルゴール

35 やまがたすみこ やまがたすみこ エメラルドシャワー

36 やまぐちももえ 山口百恵 潮騒

37 やまぐちももえ 山口百恵 THE BEST

38 やまぐちももえ 山口百恵 山口百恵

39 やまぐちももえ 山口百恵 DELUX SERIES

50 やまざきあきら 山崎アキラ Heart

49 やまぐちよしこ

51 やまざきはこ 山崎ハコ 藍色の詩

山口淑子 夜霧の馬車

52 やましたくみこ 山下久美子 山下久美子

53 やましたくみこ 山下久美子 抱きしめてオンリィユー

40 やまぐちももえ 山口百恵 百恵物語

41 やまぐちももえ 曼珠沙華山口百恵

LAブルー山口百恵

42 やまぐちももえ 山口百恵 春告鳥

43 やまぐちももえ 山口百恵 メビウスゲーム

44 やまぐちももえ 山口百恵 This is my trial

45 やまぐちももえ



64 よこはまぎんばえ 横浜銀蝿 仏恥義理

54 やましたくみこ 山下久美子 山下久美子Ⅱ

山本譲二 こころの旅路

61 やまもとじょーじ 山本譲二 譲二の青春

55 やましたたつろう 山下達郎 ビッグウェイブ

56 やましたたつろう 山下達郎 ムーングロウ

57 やましたたつろう 山下達郎 BALLAD YOU

65 よしだたくろう 吉田拓郎 大いなる人

66 よしだたくろう 吉田拓郎 人間なんて

67 よしだたくろう 吉田拓郎 アジアの片隅で

68 よしだたくろう 吉田拓郎 伽草子

69 よしだたくろう 吉田拓郎 元気です

70 よしだたくろう 吉田拓郎 １９７１～１９７５

71 よしだたくろう 吉田拓郎 よしだたくろうのすべて

72 よしだたくろう 吉田拓郎 明日に向かって走れ

73 よしだたくろう 吉田拓郎 ぷらいべえと

74 よしだたくろう 吉田拓郎 メロディ拓郎Vol.1

75 よしだたくろう 吉田拓郎 メロディ拓郎Vol.2

76 よしだまさみ 吉田正美 茶坊主トゥリーオブライフ

63 ゆきさおり 由紀さおり 明治一代女

58 やましたたつろう 山下達郎 Melodies

59 やまもとじょーじ 山本譲二 譲二の旅路

62 ゆきさおり 由紀さおり 夜明けのスキャット

60 やまもとじょーじ


