
歌手名（ひらがな） 歌手名（漢字） 曲　　　　　名（Ａ面） 曲　　　　　名（Ｂ面）
1 だーくだっくす ダークダックス ジングルベル ホワイトクリスマス

2 だーくだっくす ダークダックス きよしこの夜 赤鼻のトナカイ

3 だーくだっくす ダークダックス 花のメルヘン うす紫のたそがれ

4 だーくだっくす ダークダックス すずらん 黒い瞳

5 だーくだっくす ダークダックス すばらしい明日 渚に散る花

6 だーくだっくす ダークダックス 絆 青葉城恋歌

7 だーくだっくす ダークダックス 娘よ 土湯讃歌

8 だーくだっくす ダークダックス マーシャルの日記 旅立つ人

9 だーくだっくす ダークダックス 青葉城恋唄 あんな男に惚れちまって

10 だーくだっくす ダークダックス 山男の歌 美しい少女

11 だーくだっくす ダークダックス 銀色の道 誓いのウェディングリング

12 だーくだっくす ダークダックス 北上や曲 春のそよ風

13 だーつ ダーツ ケメ子の歌 ブーケをそえて

14 たいがーす タイガース 君を許す ラブラブラブ

15 たいがーす タイガース 素晴しい旅行 散りゆく青春

16 たいがーす タイガース 誓いの明日 出発のほかに何がある

17 たいがーす タイガース 都会 怒りの鐘を鳴らせ

18 たいがーす タイガース 青い鳥 ジンジンバンバン

19 たいがーす タイガース 君だけに愛を 落葉の物語

20 たいがーす タイガース 花の首飾り 銀河のロマンス

21 たいがーす タイガース シーシーシー 白夜の天使

22 たいがーす タイガース 光ある世界 廃墟の鳩

23 たいがーす タイガース トロイカ 紅いサラファン

24 たいがーす タイガース ダークアイ ステンカラージン

25 だいなまいつ ダイナマイツ ユメがほしい 大人の戦争

26 だいもんじしん 大文字伸 男の魂 花の合気道

27 たいらこうじ 平浩二 女の意地 なやばしの夜

28 たいらこうじ 平浩二 冬の駅 泣くだけ泣かせて

29 たいらこうじ 平浩二 バスストップ 涙になるばかり

30 だうんたうんぶぎうぎばんど ダウンタウンﾌﾞｷﾞｳｷﾞﾊﾞﾝﾄﾞ カッコマンブギ 港のヨーコヨコハマヨコスカ

31 だうんたうんぶぎうぎばんど ダウンタウンﾌﾞｷﾞｳｷﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 商品には手を出すな 売物ブギ

32 だうんたうんぶぎうぎばんど ダウンタウンﾌﾞｷﾞｳｷﾞﾊﾞﾝﾄﾞ 涙のシークレットラブ ほいでもってブンブン

33 だうんたうんぶぎうぎばんど ダウンタウンﾌﾞｷﾞｳｷﾞﾊﾞﾝﾄﾞ サクセス 愛しのティナ

34 だうんたうんぶぎうぎばんど ダウンタウンﾌﾞｷﾞｳｷﾞﾊﾞﾝﾄﾞ スモーキングブギ 恋のかけら

35 だかーぽ ダカーポ 地球へ 愛の惑星

36 だかーぽ ダカーポ 結婚するって本当ですか クリーム色の電車にのって

37 だかーぽ ダカーポ 雪もよう アスパラガス・サラダ

38 だかーぽ ダカーポ 野に咲く花のように 淋しさは夕立のように

39 たかいしともや 高石友也 想い出の赤いヤッケ 白い傘

40 たかおかさき 高岡早紀 眠れぬ森の美女 オーロラの微笑み

41 たかぎまさ 高木麻早 ひとりぼっちの部屋 振りかえってごらん

42 たかきみお 高樹澪 めまい 恋のささやきナポリ

43 たかきみお 高樹澪 ダンスはうまく踊れない 反抗

44 たかくらけん 高倉健 網走番外地 人生怨歌

45 たかくらけん 高倉健 おんなの命 緋ざくら参上

46 たかくらけん 高倉健 網走番外地 男なら

47 たかくらけん 高倉健 男の誓い 霧の波止場

48 たかくらけん 高倉健 唐獅子牡丹 男の裏町

49 たかくらけん 高倉健 男の誓い 網走番外地

50 たかくらけん 高倉健 男なら 泣かせるぜ

51 たかくらけん 高倉健 網走番外地 流れのブルース

52 たかだかずあき 高田和明 マニュキュア占い 三陸旅情

53 たかだきょうこ 高田恭子 今日の雨 夜はブルース

54 たかだきょうこ 高田恭子 みんな夢の中 耳のうしろで

55 たかだみづえ 高田みづえ 硝子坂 どーもどーも

56 たかだみづえ 高田みづえ そのなヒロシに騙されて アメジスト

57 たかだみづえ 高田みづえ 女ともだち 泣きながらカナリヤ

58 たかだみづえ 高田みづえ ドリームオンドリーム 告白びより



59 たかだみづえ 高田みづえ ビードロの恋細工 向かい合わせ

60 たかだみづえ 高田みづえ だけど 流れ星

61 たかだみづえ 高田みづえ パープルシャドウ 火の鳥

62 たかだみづえ 高田みづえ 潮騒のメロディ 子守唄を聞かせて

63 たかだみづえ 高田みづえ ガラスの花 ドミノ

64 たかだみわ 高田美和 １７才は一度だけ 若い花園

65 たかなかまさよし 高中正義 シェイクイット ジャングルジェーン

66 たかはしげんたろう 高橋元太郎 筏流し 恋は狐火

67 たかはしまりこ 高橋真梨子 桃色吐息 もいちどロマンス

68 たきがわゆみ 多岐川裕美 酸っぱい経験 魔性の女

69 たきこ 多喜子 人生の円舞曲 振子時計

70 たきざわてるみ 滝沢照美 伊豆の宿 カラオケ

71 たけうちまりや 竹内まりや 不思議なピーチパイ カラオケ

72 たけうちまりや 竹内まりや 不思議なピーチパイ さよならの夜明け

73 たけうちまりや 竹内まりや イチゴの誘惑 悲しきＮight＆Ｄay

74 たけだてつや 武田鉄矢 コスモス 唇をかみしめて

75 たけもとたかゆき 竹本孝之 燃えてヒーロー ロンゲストドリーム

76 たしろみよこ 田代美代子 幸せがいっぱい 歩きなれた道

77 たしろみよこ 田代美代子 風子 愛のくらし

78 たちひろし 舘ひろし 泣かないで 今宵焦がれて

79 たなかせいじ 田中星児 ビューティフルサンデー オーマリヤーナ

80 たなかまきこ 田中真規子 ラブムーン 涙のランチェリーク

81 たなかみずほ 田中瑞穂 南部よしゃれ唄 十勝馬唄

82 たなべやすお 田辺靖雄 よせばいいのに そのままで

83 たにむらしんじ 谷村新司 天狼 ライザ

84 たにむらしんじ 谷村新司 昴 ホワットラブイズ

85 たにむらしんじ 谷村新司 幸福 遠くで汽笛を聞きながら

86 たにむらしんじ 谷村新司 群青 愛

87 たにやまひろこ 谷山浩子 風を追いかけて 風の子供

88 たばたよしお 田端義夫 大利根月夜 旅笠道中

89 たばたよしお 田端義夫 ふるさとの灯台 かえり船

90 たばたよしお 田端義夫 別れ船 大利根月夜

91 たばたよしお 田端義夫 別れ船 島の船唄

92 たばたよしお 田端義夫 ふるさとの灯台 島育ち

93 たばたよしお 田端義夫 母と兵隊 梅と兵隊

94 たはらとしひこ 田原俊彦 悲しみ２ヤング 悲しみよこんにちは

95 たはらとしひこ 田原俊彦 シャワーな気分 溜息デイアンドナイト

96 たはらとしひこ 田原俊彦 思惑スレスレ 哀愁ダイアリー

97 たはらとしひこ 田原俊彦 エルオーヴィ愛エヌジー カフェバー物語

98 たはらとしひこ 田原俊彦 グッドラックラブ スターダストに夜は更けて

99 たはらとしひこ 田原俊彦 さらば夏 100億年の恋人

100 たはらとしひこ 田原俊彦 ブギ浮きアイラブユー センチはやめろよ

101 たはらとしひこ 田原俊彦 恋はドゥ 空とぶハート

102 たはらとしひこ 田原俊彦 ハッとしてグー 青春ひとりじめ

103 たはらとしひこ 田原俊彦 ラブシュプール 双子座の恋人達

104 たはらとしひこ 田原俊彦 ニンジン娘 ジャングルシェイク

105 たはらとしひこ 田原俊彦 キミに決定 愛の神話

106 たはらとしひこ 田原俊彦 チャールストンにはまだ早い 風の上ならソーハッピー

107 たはらとしひこ 田原俊彦 原宿キッス 真夏にドッキリ

108 たはらとしひこ 田原俊彦 ピエロ 片想いキック

109 たはらとしひこ 田原俊彦 君にバラバラという感じ あのあのお嬢さん

110 たはらとしひこ 田原俊彦 哀愁でいと 君に贈る言葉

111 たはらとしひこ 田原俊彦 顔に書いた恋愛小説 ニューヨークスマイル

112 たはらとしひこ 田原俊彦 ごめんよ涙 BELIEVE

113 たまがわかるてっと 玉川カルテット よいどれ子守唄 きまり文句

1 ちあきなおみ ちあきなおみ さだめ川 海郷

2 ちあきなおみ ちあきなおみ 私という女 忘れえぬ慕情

3 ちあきなおみ ちあきなおみ Ｘ＋Ｙ＝ＬＯＶＥ 想いでなんてほしくない

4 ちあきなおみ ちあきなおみ 四つのお願い 恋のめくら



5 ちあきなおみ ちあきなおみ 朝がくるまえに 夜は誰にもあげないで

6 ちあきなおみ ちあきなおみ 喝采 最后の電話

7 ちあきなおみ ちあきなおみ 紅とんぼ 片情

8 ちあきなおみ ちあきなおみ 雨に濡れた慕情 かなしい唇

9 ちあきなおみ ちあきなおみ 矢切の渡し 別れの１本杉

10 ちあきなおみ ちあきなおみ 酒場川 矢切の渡し

11 ちあきなおみ ちあきなおみ 無駄な抵抗やめましょう 私をもう一度

12 ちぇっかーず チェッカーズ ナナ ミスターボーイをさがして

13 ちぇっかーず チェッカーズ 哀しくてジェラシー サマーガーデン

14 ちぇっかーず チェッカーズ ジュリアに傷心 チェッカーズのクリスマスソング

15 ちぇっかーず チェッカーズ ギザギザハートの子守唄 恋のレッツダンス

16 ちぇっかーず チェッカーズ 涙のリクエスト あの娘とマッシュポテト

17 ちぇっかーず チェッカーズ 星屑のステージ 電撃lookin' & shockin'

18 ちぇっかーず チェッカーズ I Love you, SAYONARA PARTY EVERDAY

19 ちぇっかーず チェッカーズ 俺たちのロカビリーナイト 青い目のHigh School Queen

20 ちぇりっしゅ チェリッシュ 避暑地の恋 線路づたいの細い道

21 ちぇりっしゅ チェリッシュ 白いギター 落葉の散歩道

22 ちぇりっしゅ チェリッシュ ペパーミントキャンディ ひとつの道

23 ちぇりっしゅ チェリッシュ 哀愁のレインレイン おとぎ話

24 ちぇりっしゅ チェリッシュ ふたりの急行列車 白いギター

25 ちぇりっしゅ チェリッシュ てんとう虫のサンバ 若草の髪かざり

26 ちぇりっしゅ チェリッシュ てんとう虫のサンバ 落葉の森の晩餐会

27 ちぇりっしゅ チェリッシュ ひまわりの小径 古いお寺にただひとり

28 ちぇりっしゅ チェリッシュ なのにあなたは京都へゆくの だからわたしは北国へ

29 ちぇりっしゅ チェリッシュ なのにあなたは京都へゆくの 今ならあなたと

30 ちがかほる 千賀かほる 真夜中のギター 恋は花火のように

31 ちばひろこ 千葉紘子 折鶴 恋は鳩のように

32 ちばまなみ 千葉まなみ ときめきの季節 青い嵐

33 ちばまなみ 千葉まなみ ミスタースキャンダル ５番ゲート

34 ちゃー チャー ブルークリスマス リーディングオブザリービング

35 ちゃー チャー 闘牛士 マドンナを堕落させよう

36 ちゃー チャー 逆光線 TOKYO NIGHT

37 ちゃげあんどあすか チャゲ＆飛鳥 恋人はワイン色 あきらめブルーデー

38 ちゃげあんどあすか チャゲ＆飛鳥 指環が泣いた やさしさの向こう側

39 ちゃげあんどあすか チャゲ＆飛鳥 カウントダウン 恋人と別れ方

40 ちゃげあんどあすか チャゲ＆飛鳥 放浪人 真夏の国境

41 ちゃげあんどあすか チャゲ＆飛鳥 ひとり咲き あとまわし

42 ちゃげあんどあすか チャゲ＆飛鳥 北風物語 メッセージ

43 ちゃげあんどあすか チャゲ＆飛鳥 モーニングムーン ジェントリー

44 ちゃげあんどあすか チャゲ＆飛鳥 万里の河 幻夜

45 ちゅーぶ チューブ サマードリーム 真夏の夜はロックンロール

46 ちゅーぶ チューブ リメンバーミー ミスユー

47 ちゅーぶ チューブ ダンスウィズユー ステイフォーエバー

48 ちゅーぶ チューブ シーズンインザサン 今夜はハートブレイク

49 ちゅーりっぷ チューリップ 銀の指環 セプテンバー

50 ちゅーりっぷ チューリップ 虹とスニーカーの頃 アフリカは午後０時

51 ちゅーりっぷ チューリップ サボテンの花 なくした言葉

52 ちゅーりっぷ チューリップ 心の旅 夢中さ君に

53 ちゅーりっぷ チューリップ 青春の影 一本の傘

54 ちゅーりっぷ チューリップ 星空の伝言 ハッピーユ・ア・バースディ

55 ちょーよんぴる チョーヨンピル 釜山港へ帰れ ミオミオミオ

56 ちょーよんぴる チョーヨンピル 流されて 友よ

57 ちょーよんぴる チョーヨンピル 想いで迷子 泣かされたって

58 ちよかわやちよ 千代川八千代 北海慕情 月の波止場

1 ついすと ツイスト 燃えろいい女 バーイ

2 ついすと ツイスト 宿無し マギー

3 ついすと ツイスト あんたのバラード 知らんぷり

4 ついすと ツイスト 燃えろいい女 バーイ

5 つついまり 津々井まり 人魚の恋 悪なあなた



6 つなきあんどみどり つなき＆みどり 愛の挽歌 ミュージックイズマイライフ

7 つのだひろ つのだひろ メリージェーン アイラブユー

8 つやまようこ 津山洋子 新宿そだち 愛情の街

9 つるおかまさよし 鶴岡雅義 君は心の妻だから 泣いた日もある

10 つるおかまさよし 鶴岡雅義 旅路のひとよ 二人の夜があるかぎり

11 つるおかまさよし 鶴岡雅義 小樽のひとよ 花園町哀歌

12 つるおかまさよし 鶴岡雅義 君は心の妻だから・なみだ妻 小樽のひとよ・北国の町

13 つるおかまさよし 鶴岡雅義 君は心の妻だから 北国の町

14 つるおかまさよし 鶴岡雅義 別れの誓い 夢のふるさと

15 つるおかまさよし 鶴岡雅義 追憶 あなたを愛した頃

16 つるたこうじ 鶴田浩二 望郷の町で 生きる

17 つるたこうじ 鶴田浩二 傷だらけの人生 嘘で男が泣くものか

18 つるたこうじ 鶴田浩二 同期の桜 戦友よ安らかに

19 つるたこうじ 鶴田浩二 好きだった むせび泣き

20 つるたこうじ 鶴田浩二 さすらいの湖畔 街のサンドイッチマン

21 つるたこうじ 鶴田浩二 草かんざし 愚情の涙

22 つるたこうじ 鶴田浩二 傷だらけの人生・同期の桜 緋牡丹博徒・たった一度の恋

23 つるたこうじ 鶴田浩二 傷だらけの人生・嘘で男が泣くものか 同期の桜・戦友よ安らかに

24 つるたこうじ 鶴田浩二 ああ戦友 特攻隊節

25 つるたこうじ 鶴田浩二・三沢あけみ 想われ人は想い人 シンギング・ボトル

26 つるまえり 鶴間エリ 素敵な出来事 五月になれば

1 ティエムネットワーク ティエムネットワーク ビヨンドザタイム ビヨンドザタイム

2 ティエムネットワーク ティエムネットワーク アクシデント ファンタスティックヴィジョン

3 ディックミネ ディックミネ 夜霧のブルース 長崎エレジー

4 てっぽうみつさぶろう 鉄砲光三郎 源太郎笠 民謡鉄砲節

5 てつわんみらくるべいびーず 鉄腕ﾐﾗｸﾙﾍﾞｲﾋﾞｰｽﾞ トークショー トークショー

6 てらうちたけし 寺内タケシ 涙のギター 雨の想い出

7 てらうちたけし 寺内タケシ フィードバックギター 思い出の星空

8 てらうちたけし 寺内タケシ 運命 未完成

9 てらうちたけし 寺内タケシ レッツゴーシェイク シェイクＮｏ．１

10 てらうちたけし 寺内タケシ 望郷の唄 平和の誓い

11 てらおあきら 寺尾聰 出航 ダイヤルＭ

12 てらおあきら 寺尾聰 ルビーの指環 シネマホテル

13 てらおあきら 寺尾聰 Long distance Call 夏の終わりに

14 てらしままゆみ 寺島まゆみ ロックンロールタイフーン セクシーダイナマイト

15 てれさてん テレサテン 空港 はぐれた小鳩

16 てれさてん テレサテン 愛人 雨に濡れて

17 てれさてん テレサテン 夜のフェリーボート 赤坂たそがれ

18 てれさてん テレサテン 時の流れに身をまかせ 黄昏

19 てれさてん テレサテン つぐない 笑って乾杯

20 てれさてん テレサテン 北国の春（中国語バージョン）ふたたびの

21 てれさてん テレサテン 愛人（中国語盤） 償還（つぐない）

22 てんどうよしみ 天童よしみ 道頓堀人情 大阪そだち

23 てんどうよしみ 天童よしみ 妻恋酒 花しぐれ

24 てんぷたーず テンプターズ 神様お願い 涙を笑顔に

25 てんぷたーず テンプターズ エメラルドの伝説 僕たちの天使

1 とうじまさる 冬至優 忘れかけたうた 孤独の詩はうたわない

2 とおる　おき TORU OKI サヨナラダーリン NEW YORK MAMA

3 とかちはなこ 十勝花子 ソーラン娘 人生一本

4 ときあかり 朱鷺あかり 旅の終りに 愛ひとつ

5 どくたーむーわーわー ﾄﾞｸﾀｰﾑｰ＆ﾜｰﾜｰ ドクタームー 独身貴族

6 とくながひであき 徳永英明 輝きながら さよならの水彩画

7 とくひさこうじ 徳久広司 北へ帰ろう おんな花

8 とくらしゅんいち 都倉俊一 メッセージ 感情旅行

9 としいとう 敏いとうﾊｯﾋﾟｰ＆ﾌﾞﾙｰ わたし祈ってます 他人じゃないの

10 としいとう 敏いとうﾊｯﾋﾟｰ＆ﾌﾞﾙｰ わたし祈ってます 馬鹿な私

11 としいとう 敏いとうﾊｯﾋﾟｰ＆ﾌﾞﾙｰ 深夜旅情 遅咲きのバラ

12 としいとう 敏いとうﾊｯﾋﾟｰ＆ﾌﾞﾙｰ よせばいいのに 佐賀は武家町悲恋町

13 とのさまきんぐす 殿さまキングス 夫婦鏡 別れ椿



14 とのさまきんぐす 殿さまキングス なみだの操 裏町人情

15 とのさまきんぐす 殿さまキングス 浮草の宿 浮草の宿（カラオケ）

16 とのさまきんぐす 殿さまキングス わたしは新妻 別れの終列車

17 とのさまきんぐす 殿さまキングス 恋は紅いバラ 遅すぎた手紙

18 とばいちろう 鳥羽一郎 兄弟船 羅針盤

19 とばいちろう 鳥羽一郎 海の祈り 母のいない故郷

20 とよかわじょう 豊川誕 生きるってすばらしい 希望くん

21 とよかわじょう 豊川誕 汚れなき悪戯 なぐさめがほしい

22 とよかわじょう 豊川誕 星めぐり バラぼ気持

23 とよかわじょう 豊川誕 ほどけた靴ひも 早春

24 とよかわじょう 豊川誕 愛しあうには若すぎて やさしい言葉

25 とよしまたづみ 豊島たづみ ひとあしお先に 夏

26 とらぶる トラブル 朝まで踊ろう ＷＨＥＮ　Ｉ　ＬＯＯＫ　ＢＡＣＫ

27 とらんざむ トランザム ああ青春 ｱｲｷｬﾝﾄﾘｺｰﾙﾕｱﾈｲﾑ

28 とらんざむ トランザム はだしで地球を駆けるのさ パーハップスメイビー

29 とらんざむ トランザム カモンイン ともだち

30 とらんざむ トランザム ビューティフルサンデー ビューティフルサンデー

31 どりふたーず ドリフターズ ヒゲのテーマ いい湯だな（カラオケ）

32 どりふたーず ドリフターズ ゴーウェスト ドリフのズンドコ節

33 どりふたーず ドリフターズ ミヨちゃん のってる音頭

34 どりふたーず ドリフターズ いい湯だな ズッコケちゃん

35 どりふたーず ドリフターズ ズンドコ節 大変うたい込み

36 どりふたーず ドリフターズ 誰かさんと誰かさん ドリフのおこさ節

37 とわえもあ トワエモア 季節はずれの海 雨に追われて

38 とわえもあ トワエモア 初恋の人に似ている おいでおいで

39 とわえもあ トワエモア 愛の泉 今こそ二人は

40 とわえもあ トワエモア 誰もいない海 青春のあやまち

41 とわえもあ トワエモア 虹と雪のバラード トワエモアの子守唄


