
　	BIG	ECHO	version	=	20200525　　×「まま音」は駄目

　◎◎◎◎◎　マイベストレパ

　　◎◎◎◎　自信あり

　　　◎◎◎　だいたい歌える

　　　　◎◎　一部なら歌える

　　　　　◎　サビなら歌える

　　　　　○　知ってる曲

　　　　　★　ハモり担当

　　　　無印　聞いて気になった曲

※練習中

　　　◎◎◎	□□□□■　5735-87　恋の歌謡日　ゆず

　　　◎◎◎	□□□□×　4134-42　ハロー・ハロー　Superfly　★Key="-3"

　　　　◎◎	□□□□□　4716-39　愛のカケラ　Every	Little	Thing　★Key="-4"

　　　◎◎◎	□□□□□　7219-14　タユムコトナキナガレノナカデ　いきものがかり　★Key="-3"

　　　◎◎◎	□□□□□　7219-06　青春のとびら　いきものがかり　★Key="-3"

　　　　◎◎	□□□□□　2899-64　HANABI　いきものがかり　★Key="-3"

　　　◎◎◎	□□□□□　1193-68　今夜はふたり水いらず-静岡編-　Bossanova	Cassanova	&	久保ひとみ

※PV観賞用(誰か歌って下さい)

　　　　　○	□□□□□　7401-57　刹那　GReeeeN

　　　　　○	□□□□□　7230-10　POP	STAR　平井堅

　　　　　○	□□□□□　7153-05　シャングリラ　チャットモンチー

　　　　　○	□□□□■　7219-33　気まぐれロマンティック　いきものがかり

　　　　　○	□□□□■　7219-02　コイスルオトメ　いきものがかり

　　　　　○	□□□□■　7205-26　ありがとう　いきものがかり

★　　　　○	□□□□■　7205-17　YELL　いきものがかり

　　　　　○	□□□□□　7205-18　じょいふる　いきものがかり

　　　　　○	□□□□□　7056-32　サンタさん　ももクロ

　　　　　○	□□□□□　6816-03　secret	base	〜君がくれたもの〜　ZONE

　　　　　○	□□□□□　6694-17　JOY　YUKI

　　　　　○	□□□□□　6573-42　キューティーハニー　倖田來未

　　　　　○	□□□□□　6572-52　恋するフォーチュンクッキー　AKB48

　　　　　○	□□□□□　6539-40　にんじゃりばんばん　きゃりーぱみゅぱみゅ

　　　　　○	□□□□□　6420-64　水商売をやめてくれないか　ゴールデンボンバー

　　　　　○	□□□□□　6420-49　死んだ妻に似ている　ゴールデンボンバー

　　　　　○	□□□□□　6420-46　ローラの傷だらけ　ゴールデンボンバー

　　　　　○	□□□□□　6213-03　夏祭り　Whiteberry

　　　　　○	□□□□×　5902-56　シュガーソングとビターステップ　USG

　　　　　○	□□□□□　7100-02　群青日和　椎名林檎

　　　　　○	□□□□□　5833-19　本能　椎名林檎

　　　　　○	□□□□□　5571-29　君の街まで　アジカン

★　　　　○	□□□□■　5171-38　マリーゴールド　あいみょん

　　　　　○	□□□□□　5025-38　ガラナ　スキマスイッチ

　　　　　○	□□□□□　2404-43　ボーイフレンド　AIKO

※アニソン(^o^)

　　◎◎◎◎	□□□■□　6437-34　創聖のアクエリオン　AKINO　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□□□■□　4716-69　Grip	!　Every	Little	Thing　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　4689-12　ライオン　中島愛　★Key="-3"　(旧版	3258-07)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　4461-09　God	Knows..　平野綾　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　3631-01　アニメじゃない　新井正人　★Key="+2"(original)

　　　◎◎◎	□■□□□　3377-65　ギャグマンガ日和　うえだゆうじ



　　　◎◎◎	□□□□■　3304-01　タイガーマスク　新田洋

　　　◎◎◎	□■□□□　2152-03　宇宙少年ソラン　★Key="+4"

　　　◎◎◎	□■□□□　2152-01　スーパージェッター　★Key="+4"

　　◎◎◎◎	□□■□□　2088-01　アタックNO.1　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1896-04　残酷な天使のテーゼ　高橋洋子　★Key="-2"

　　　◎◎◎	□□□■□　1486-03　鉄人28号

※通常リスト

　◎◎◎◎◎	□□■□□　4190-04　愛をこめて花束を　Superfly　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　4630-01　さくら(独唱)　森山直太朗

　◎◎◎◎◎	□■□□□　7305-41　Highway	chance　YUI　★Key="-3"

　　◎◎◎◎	□□■□□　7305-18　swing	of	lie　YUI　★Key="-3"

　　　◎◎◎	□□□□□　7262-05　ナツノハナ　JUJU　★Key="-4"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　7219-25　ブルーバード　いきものがかり　★Key="-3"

　　　◎◎◎	□□□□■　7219-22　青春ライン　いきものがかり　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□□□■□　7219-19　花は桜	君は美し　いきものがかり　★Key="-1"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　7219-17　茜色の約束　いきものがかり　★Key="-1"

　◎◎◎◎◎	□□□■□　1072-38　SAKURA　いきものがかり　★Key="-3"	(卒業版	1072-37)

　◎◎◎◎◎	□□□■□　7101-65　Love	is...　加藤ミリヤ　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　7075-10　三日月　絢香　★Key="-2"　(Live版	1092-29)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　6960-66　与作　北島三郎　★Key="+3"(original)　(通常	2725-20)

　　　◎◎◎	□□□□■　6906-37　愛	燦々　美空ひばり　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　6906-42　川の流れのように　美空ひばり　★Key="-1"(original)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　6800-34　遠いこの街で　皆谷尚美　★Key="-3"

★　◎◎◎◎	□□□□■　6736-34　栄光の架橋　ゆず　★ハモり担当

　◎◎◎◎◎	■□□□□　6673-72　愛のうた　倖田來未　★Key="-1"	(LIVE版	5983-03	★Key="-2")

　◎◎◎◎◎	□■□□□　6657-02　さなえちゃん　古井戸

★◎◎◎◎◎	□□□□■　6518-47　世界に一つだけの花　SMAP　★ハモり担当

　　　◎◎◎	□□□■□　6480-01　月光　鬼束ちひろ　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　6393-20　100の願い　郷ひろみ

　◎◎◎◎◎	□■□□□　6351-10　涙そうそう　夏川りみ　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　6308-65　Glamouras	Sky　中島美嘉　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　6308-33　雪の華　中島美嘉　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□□□■□　6308-30　Find	the	Way　中島美嘉　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　6308-10　WILL　中島美嘉　★Key="-4"

　◎◎◎◎◎	□□□□□　6297-11　青のり〜エキスバージョン〜　ブリーフ	&	トランクス

　◎◎◎◎◎	□□□□□　6297-01　青のり　ブリーフ	&	トランクス

　◎◎◎◎◎	□□■□□　6706-12　柊　Do	As	Infinity　★Key="-2"	←JOYはPV(;_;)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　6172-84　楽園　Do	As	Infinity　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　6172-38　陽のあたる坂道　Do	As	Infinity　★Key="-3"　(LIVE版	6706-32)

　　　◎◎◎	□□□■□　6172-16　冒険者たち　Do	As	Infinity　★Key="-2"　((LIVE版	6706-34)

　　　◎◎◎	□□□■□　6172-15　深い森　Do	As	Infinity　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　6172-09　Desire　Do	As	Infinity　★Key="-2"　(LIVE版	6706-26)

　◎◎◎◎◎	□□□■□　6172-05　Oasis　Do	As	Infinity　★Key="-3"

　　　◎◎◎	□□□■□　6172-03　Heart　Do	As	Infinity　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□□□■□　6170-05　be	alive　小柳ゆき　★Key="-3"　

　◎◎◎◎◎	■□□□□　6167-79　ラック　ポルノグラフィティ

　◎◎◎◎◎	□□□■□　6167-73　メリッサ　ポルノグラフィティ

　◎◎◎◎◎	□□□■□　6167-62　アゲハ蝶　ポルノグラフィティ

　◎◎◎◎◎	□□□■□　6167-57　Mugen　ポルノグラフィティ

　◎◎◎◎◎	□□□■□　6167-17　サウダージ　ポルノグラフィティ

　　　　　◎	□□□□□　6167-02　アポロ　ポルノグラフィティ　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□□■□　2578-10　ジョバイロ　ポルノグラフィティ

　◎◎◎◎◎	■□□□□　6155-25　黄金の花　ネーネーズ　★Key="+3"



　　　　　◎	□□□□□　5867-43　traveling　宇多田ヒカル

　　　　◎◎	□□□□□　5867-01　Automatic　宇多田ヒカル　★Key="-3"

　　　　◎◎	□□□□□　5768-04　みかんのうた　Sex	Machinguns

　◎◎◎◎◎	□□□■□　5664-11　Fish	Fight!　野猿

　◎◎◎◎◎	□■□□□　5966-70　Seasons(ライブ版)　浜崎あゆみ　★Key="-3"　(通常	5627-42)

　　　◎◎◎	□□□□■　5627-09　To	Be　浜崎あゆみ　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□□□■□　5627-05　Depend	on	you　浜崎あゆみ　★Key="-2"　(LIVE版	6648-09)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　5626-21　Everything　Misia　★Key="-1"　25.2/24.4/24.0/24.0/24.0Kcal

　　◎◎◎◎	□□□■□　5612-34　Best	Friend　Kiroro　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　5467-06　Bye-Bye　ブラックビスケッツ　★Key="-2"

　　◎◎◎◎	□□□■□　5286-20　フラワー　KinKi	Kids

　◎◎◎◎◎	□□■□□　5254-56　粉雪　レミオロメン　(通常	5254-36)

　　　　　◎	□□□□□　5093-01　You	Are	Everything　Diana	Ross	&	Marvin	Gaye

　◎◎◎◎◎	□■□□□　5025-04　奏(かなで)　スキマスイッチ

　　　◎◎◎	□□□□■　5022-60　愛唄　GreeeeN

　　◎◎◎◎	□■□□□　4797-02　雨が空から降れば　小室等　★Key="+2"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　6192-14　fragile(Live)　ELT　★Key="-3"	(LIVE	2383-46	PV	4716-61)

　　　◎◎◎	□□□□□　6626-06　(Bridge　Breath	↑のオリジナル)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　4716-96　good	night(PV)　Every	Little	Thing　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　4716-65　愛の謳　Every	Little	Thing　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□□□□□　6192-13　Time	goes	by(Live)　ELT　★Key="-2"	(LIVE	2383-40)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　4716-12　Time	goes	by(PV)　ELT　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2383-58　Time	goes	by(弦楽版)　ELT　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□□□■□　4716-50　Jump(PV)　Every	Little	Thing　★Key="±0"

　◎◎◎◎◎	□□□□■　2383-51　Jump(Live)　Every	Little	Thing　★Key="±0"

　◎◎◎◎◎	□□□□□　2383-34　Grip!(Live)　Every	Little	Thing　★Key="-3"

　　　◎◎◎	□□□□×　4439-08　小さきもの　林明日香　★Key="-3"

　　◎◎◎◎	□□□■□　4417-26　明日があるさ　ウルフルズ

　◎◎◎◎◎	□■□□□　4368-24　ハナミズキ　一青窈　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　4368-01　もらい泣き　一青窈　★Key="-3"

　　◎◎◎◎	□□□■□　4332-95　Ultra	Soul　B'z　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　4101-89　瞳をとじて　平井堅

★　　◎◎◎	□□□□□　4037-80　空も飛べるはず　スピッツ　★ハモり担当　(通常	3171-03)

★　　◎◎◎	□□□□□　4037-77　ロビンソン　スピッツ　★ハモり担当　(通常	3171-02)

★◎◎◎◎◎	□□□□■　4037-18　チェリー　スピッツ　★ハモり担当　(通常	3171-14)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　4033-41　月のしずく　RUI　★Key="-4"　(通常	4033-03)

　　◎◎◎◎	□□□■□　4033-02　かたちあるもの　RUI　★Key="-3"　(ビアノ版	4033-21)

　◎◎◎◎◎	□□□□■　3996-13　Starry	Heaven　Day	After	Tomorrow　★Key="-4"

　　　◎◎◎	□□□□□　3996-08　Stay	in	my	Heart　Day	After	Tomorrow　★Key="-3"

　　　◎◎◎	□□□□□　3996-06　My	Faith　Day	After	Tomorrow　★Key="-3"

　　　◎◎◎	□□□■□　3723-05　Without	you　Nilson　★Key="+3"(original)

　　◎◎◎◎	□□□■□　3595-07　第三高等学校	琵琶湖周航の歌　★Key="+3"

　　◎◎◎◎	□□□■□　3569-01　We	are	the	world	USA	for	Africa	★Key="+2"(original)

　　◎◎◎◎	□□■□□　3480-01　雪　猫　★Key="+2"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　3456-03　Too	far	away　水越恵子　★Key="-4"

　　◎◎◎◎	□□■□□　3425-01　サインはV　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　3201-03　暗闇坂むささび変化　はっぴいえんど

　　　◎◎◎	□□□■□　3099-01　花　喜納昌吉　★Key="+3"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2889-23　変わらないもの　奥華子　★Key="-3"

　　◎◎◎◎	□□□■□　2849-50　ガーネット　奥華子　★Key="-3"

　　◎◎◎◎	□□■□□　2796-02　夢の途中　来生たかお　★Key="+4"(original)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　2790-11　10$の恋　憂歌団　★Key="+1"(original)

　◎◎◎◎◎	□□□■□　2790-10　嫌んなった　憂歌団　★Key="+3"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2790-06　シカゴ・バウンド　憂歌団



　◎◎◎◎◎	□□□□■　2790-04　おそうじオバチャン　憂歌団　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□□□■　2790-02　パチンコ〜ランラン・ブルース〜　憂歌団	★Key="+3"(original)

　　◎◎◎◎	□□■□□　2783-08　ごはんができたよ　矢野顕子　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　2783-04　ひとつだけ　矢野顕子　★Key="-2"

　　◎◎◎◎	□□□■□　2783-01　春咲小紅　矢野顕子　★Key="-2"

　　◎◎◎◎	□□□■□　2722-01　あの素晴しい愛をもう一度　北山修・加藤和彦	★Key="+3"

　　◎◎◎◎	□□■□□　2685-52　桜坂　福山雅治　★Key="+2"

★◎◎◎◎◎	□□■□□　2680-02　22才の別れ　風

　◎◎◎◎◎	□■□□□　2675-02　シクラメンのかほり　布施	明　★Key="+3"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2675-01　マイ・ウエイ　布施	明	★Key="+5"(original)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　2651-01　また逢う日まで　尾崎紀世彦　★Key="+2"(original)

　　◎◎◎◎	□■□□□　2642-30　時の流れに　八神純子　★Key="-3"

　　◎◎◎◎	□□■□□　2642-04　思い出は美しすぎて　八神純子　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2630-04　春なのに　柏原芳恵　★Key="-2"

　　◎◎◎◎	□□□■□　2598-53　中の島ブルース　クールファイブ(通常	2598-10)	★Key="+3"(orig)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　2598-52　そして神戸　クール・ファイブ	★Key="+4"(orig)	(通常	2598-09)

　◎◎◎◎◎	□□□■□　2598-49　長崎は今日も雨だった	クールファイブ	★Key="+5"(orig)	(通常	2598-06)

　　　◎◎◎	□□□□■　2495-03　君は心の妻だから　鶴岡雅義と東京ロマンチカ　★Key="+2"

　◎◎◎◎◎	□□□■□　2481-16　乾杯　長渕剛　★Key="+4"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　7288-26　ヘッドライト・テールライト　中島みゆき　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　3692-20　タクシー	ドライバー　中島みゆき　★Key="-1"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　3692-76　地上の星　中島みゆき　★Key="-1"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2463-50　命の別名　中島みゆき　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　2463-35　糸　中島みゆき　★Key="-1"

　　　◎◎◎	□□□□■　2463-04　時代　中島みゆき　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　2463-03　悪女　中島みゆき　★Key="-1"

　　◎◎◎◎	□□□■□　2422-10　TOKIO　沢田研二

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2422-44　勝手にしやがれ　沢田研二	(通常	2422-02)　★Key="+2"(original)

　　　◎◎◎	□□□■□　2422-04　時の過ぎゆくままに　沢田研二　★Key="+2"(original)

　　◎◎◎◎	□□■□□　2378-10　木綿のハンカチーフ　太田裕美　★Key="-1"

　　◎◎◎◎	□□■□□　2344-42　雪列車　前川清	(曲:糸井重里+坂本龍一)　★Key="+3"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　2339-24　春夏秋冬　泉谷しげる　★Key="±0"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　2316-02　竹田の子守唄　赤い鳥　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2316-01　翼をください　赤い鳥　★Key="+3"

　　◎◎◎◎	□□□■□　2308-01　まちぶせ　石川ひとみ　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2303-81　津軽海峡・冬景色　石川さゆり　★Key="+5"

　　◎◎◎◎	□□□□■　2279-01　太陽がくれた季節　青い三角定規　★Key="-1"

　　◎◎◎◎	□□■□□　2247-02　あんたのバラード　世良公則&ツイスト　★Key="+7"(original)

　　◎◎◎◎	□□□□■　2196-02　青春時代　森田公一とトップ・ギャラン　★Key="+3"(original)

　　◎◎◎◎	□□□□■　2184-01　この広い野原いっぱい　森山良子　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2158-01　出発(たびだち)の歌　上條恒彦・六文銭　★Key="+2"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　2155-02　悲しい色やね　上田正樹　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　4165-44　キャサリン　松任谷由実(荒井由実)　★Key="-1"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2132-91　春よ、来い　松任谷由実(荒井由実)　★Key="±0"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2132-63　14番目の月　松任谷由実(荒井由実)　★Key="-2"

　　　◎◎◎	□□□□■　2132-61　チャイニーズスープ　松任谷由実(荒井由実)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2132-24　埠頭を渡る風　松任谷由実(荒井由実)　★Key="-2"　(通常	2799-67)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　2127-98　SWEET	MEMORIES　松田聖子　★Key="-2"　(通常	2127-09)

　　◎◎◎◎	□□□□■　2124-04　帰ってこいよ　松村和子　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　2122-23　大空と大地の中で　松山千春　★Key="+2"(original)

　　◎◎◎◎	□□□■□　2072-04　あなた　小坂明子　★Key="-1"　(通常	2072-01)

　　◎◎◎◎	□□□□■　2026-01　ルビーの指環　寺尾	聰　★Key="+4"

　　◎◎◎◎	□□□□■　2018-01　およげ!たいやきくん　子門真人　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□□□■　2013-02　どうにもとまらない　山本リンダ



　◎◎◎◎◎	□■□□□　7195-31　いい日旅立ち　山口百恵　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　7195-28　プレイバックPart2　山口百恵　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□□□■□　1996-53　秋桜(コスモス)　山口百恵　★Key="-2"	(LIVE版	7195-38	★Key="±0")

　　◎◎◎◎	□□□□■　1993-04　クリスマス・イブ　山下達郎　★Key="+2"(original)

　　◎◎◎◎	□□□□■　1925-24　ラブユー東京　黒沢明とロス・プリモス　★Key="+2"

　　◎◎◎◎	□□□□■　1859-01　遠い世界に　五つの赤い風船　★Key="+4"

　　◎◎◎◎	□□□□■　1775-01　異邦人(シルクロードのテーマ)　久保田早紀　★Key="-2"

　　◎◎◎◎	□□□■□　1583-01　シンシア　よしだたくろう&かまやつひろし　★Key="+1"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1766-99　我が良き友よ　吉田拓郎

　　◎◎◎◎	□□□□■　1766-85　人間なんて　吉田拓郎　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1766-77　全部だきしめて　吉田拓郎

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1766-74　人生を語らず　吉田拓郎　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1766-60　今日までそして明日から　吉田拓郎

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1766-49　襟裳岬　吉田拓郎

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1766-42　あゝ青春　吉田拓郎

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1766-39　せんこう花火　吉田拓郎

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1766-30　元気です　吉田拓郎　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1766-23　春だったね　吉田拓郎

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1766-13　祭りのあと　吉田拓郎

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1766-11　唇をかみしめて　吉田拓郎

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1766-05　旅の宿　吉田拓郎　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1766-04　たどりついたらいつも雨ふり　吉田拓郎　★Key="+2"(original)

　　◎◎◎◎	□■□□□　1766-03　結婚しようよ　吉田拓郎

　　◎◎◎◎	□■□□□　1766-02　夏休み　吉田拓郎

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1766-01　落陽　吉田拓郎

　　　　◎◎	□□□□■　1747-01　聖母(マドンナ)たちのララバイ　岩崎宏美　★Key="±0"

　　◎◎◎◎	□□□■□　1717-12　酒と泪と男と女　河島英五　★Key="+4"(original)

　　◎◎◎◎	□□□■□　1706-01　知床旅情　加藤登紀子　★Key="+3"

　◎◎◎◎◎	□□□□■　1700-01　氷雨　佳山明生　★Key="+1"

　　◎◎◎◎	□□□□■　1680-01　ラヴ・イズ・オーヴァ　欧陽菲菲　★Key="-1"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1670-01　夢想花(むそうばな)　円広志　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　6656-52　5月の別れ　井上陽水

　◎◎◎◎◎	■□□□□　6656-23　ワインレッドの心　井上陽水

　◎◎◎◎◎	□■□□□　4940-02　アジアの純真　井上陽水+奥田民生

　　◎◎◎◎	□□□■□　4940-07　ありがとう　井上陽水+奥田民生　★Key="+2"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1647-03　夏の終りのハーモニー　井上陽水+玉置浩二　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1645-58　飾りじゃないのよ	涙は　井上陽水

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1645-46　クレイジーラブ　井上陽水

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1645-37　なぜか上海　井上陽水　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1645-27　とまどうペリカン　井上陽水

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1645-19　最後のニュース　井上陽水　★Key="+2"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1645-18　夏まつり　井上陽水　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1645-16　結詞(むすびことば)　井上陽水　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1645-15　人生が二度あれば　井上陽水　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1645-13　Make-up	Shadow　井上陽水

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1645-11　リバーサイドホテル　井上陽水　★Key="+4"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1645-08　いっそセレナーデ　井上陽水　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1645-05　夢の中へ　井上陽水　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1645-04　心もよう　井上陽水　★Key="+3"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1645-03　少年時代　井上陽水

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1645-02　氷の世界　井上陽水

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1645-01　傘がない　井上陽水

　　　◎◎◎	□□□□■　1597-07　別れても好きな人　ロス・インディオス&シルビア

　◎◎◎◎◎	□□□■□　1593-05　Maybe	Tomorrow　レベッカ　★Key="-3"



　　　◎◎◎	□□□□■　1572-01　ダンシング・オールナイト　もんた&ブラザーズ　★Key="+4"

　　　　◎◎	□□□□■　1556-06　五番街のマリーへ　ペドロ&カプリシャス　★Key="-2"

　　　　◎◎	□□□□■　1554-01　白い色は恋人の色　ベッツィ&クリス　★Key="-2"

　　　◎◎◎	□□□□□　1540-01　UFO　ピンク・レディー　★Key="-2"

　　◎◎◎◎	□□□■□　1538-03　恋の季節　ピンキーとキラーズ　★Key="-3"

　　　◎◎◎	□□□□■　1533-02　男と女のラヴゲーム　ヒロシ&みやき

　　◎◎◎◎	□□□■□　1531-04　白いブランコ　ビリー・バンバン　★Key="+2"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1526-03　「いちご白書」をもう一度　バンバン　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1524-01　SACHIKO　ばんばひろふみ　★Key="+3"(original)

　　　◎◎◎	□□□□■　1513-01　風　はしだのりひことシューベルツ　★Key="+3"

　　　◎◎◎	□□□□■　1512-01　花嫁　はしだのりひことクライマックス　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1509-11　卒業写真　ハイ・ファイ・セット　★Key="-2"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1555-82　氷雨　ジェロ

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1508-49　海雪　ジェロ

　　◎◎◎◎	□□■□□　1501-06　空に太陽がある限り　にしきのあきら　★Key="+2"

　　◎◎◎◎	□□□□■　1495-05　虹と雪のバラード　トワ・エ・モア　★Key="+3"

　　　◎◎◎	□□□□■　1495-01　誰もいない海　トワ・エ・モア　★Key="±0"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1489-50　時の流れに身をまかせ　テレサテン　★Key="-1"

　　　◎◎◎	□□□□□　1489-46　つぐない　テレサ・テン　★Key="-1"

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1481-01　銃爪(ひきがね)　ツイスト　★Key="+3"(original)

　　◎◎◎◎	□□□■□　1477-03　心の旅　チューリップ　★Key="+1"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　5710-58　Menthol	Heaven　TUBE　★Key="±0"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1475-87　Keep	On	Sailin'　TUBE　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1475-75　ひまわり　TUBE(チューブ)　★Key="+3"(original)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1468-02　喝采(かっさい)　ちあきなおみ　★Key="-1"

　　　◎◎◎	□□□□■　1463-08　港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ　ダウン・タウン・ブギウギ・バンド

　　　◎◎◎	□□□□□　1459-01　走れコウタロー　ソルティー・シュガー

　　　◎◎◎	□□□□■　1449-01　戦争を知らない子供たち　ジローズ

　　　　◎◎	□□□□□　1423-02　帰って来たヨッパライ　ザ・フォーク・クルセダーズ

　　　　◎◎	□□□□□　1406-01　青葉城恋唄　さとう宗幸　★Key="+2"

　　　　◎◎	□□□□□　1405-01　タイムマシンにおねがい　サディスティック・ミカ・バンド

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1404-69　サナトリウム　さだまさし

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1404-57　まほろば　さだまさし　★Key="+2"(original)

　　◎◎◎◎	□□□□■　1404-30　パンプキンパイとシナモンティー　さだまさし　★Key="+1"

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1404-06　天までとどけ　さだまさし　★Key="+3"(original)

　◎◎◎◎◎	□■□□□　1404-01　主人公　さだまさし　★Key="+2"(original)

　　　　◎◎	□□□□■　1166-02　スキップ・ビート　KUWATA	BAND　★Key="+2"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　6763-63　真夏の果実	サザンオールスターズ	★Key="+2"	(通常	1403-13)

　　◎◎◎◎	□■□□□　6104-96　いとしのエリー　サザンオールスターズ　★Key="+3"(original)

　　　　◎◎	□□□□□　6104-14　HOTEL	PACIFIC　サザンオールスターズ

　◎◎◎◎◎	■□□□□　6104-10　TSUNAMI　サザンオールスターズ	(6763-31もある)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1829-21　白い恋人達　桑田佳祐	(生音	1829-77)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　1829-10　すべての歌に懺悔しな　桑田佳祐　★Key="±0"

　　　　　◎	□□□□□　1400-01　なぜか埼玉　さいたまんぞう

　　　　　◎	□□□□□　1392-01　大都会　クリスタルキング　★Key="+2"

　　　◎◎◎	□□□□■　1382-06　学生街の喫茶店　ガロ	(通常	1382-01)

　　　　　◎	□□□□□　1380-01　時には母のない子のように　カルメン・マキ

★◎◎◎◎◎	□□■□□　2605-02　僕の胸でおやすみ　南こうせつとかぐや姫　★Key="+1"

★◎◎◎◎◎	□□□□■　2605-01　神田川　南こうせつとかぐや姫　★Key="+2"(original)(LIVE版	2605-08)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2604-16　今日は雨　南こうせつ　★Key="+1"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　2604-14　幼い日に　南こうせつ　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2604-12　あの日の空よ　南こうせつ　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2604-11　夢一夜　南こうせつ　★Key="+5"(original)　(LIVE版	2604-36)

　◎◎◎◎◎	□□■□□　2604-07　満天の星　南こうせつ　★Key="+4"(original)



　◎◎◎◎◎	■□□□□　2604-02　夏の少女　南こうせつ　★Key="+2"(original)

★◎◎◎◎◎	□□■□□　1374-34　僕は何をやってもだめな男です　かぐや姫

★◎◎◎◎◎	□□■□□　1374-33　なごり雪　かぐや姫　★Key="+1"(original)

★◎◎◎◎◎	■□□□□　1374-31　田中君じゃないか　かぐや姫　★Key="+2"

★◎◎◎◎◎	■□□□□　1374-29　青春　かぐや姫　★Key="+1"

★◎◎◎◎◎	■□□□□　1374-21　マキシーのために　かぐや姫　★Key="+1"(original)

★◎◎◎◎◎	□□■□□　1374-20　好きだった人　かぐや姫

★◎◎◎◎◎	□□□■□　1374-17　今はちがう季節　かぐや姫

★◎◎◎◎◎	■□□□□　1374-16　ひとりきり　かぐや姫　★Key="+1"　★TempoDown="-2"

★◎◎◎◎◎	□□□□■　1374-13　うちのお父さん　かぐや姫　★Key="+2"

★◎◎◎◎◎	□□□□■　1374-10　黄色い船　かぐや姫　★Key="+1"

★◎◎◎◎◎	■□□□□　1374-09　けれど生きている　かぐや姫　★Key="+1"(original)

★◎◎◎◎◎	■□□□□　1374-08　加茂の流れに　かぐや姫

★◎◎◎◎◎	□□□■□　1374-07　雪が降る日に　かぐや姫　★Key="+1"(original)

★◎◎◎◎◎	■□□□□　1374-05　おもかげ色の空　かぐや姫　★Key="+3"　★TempoUp="+2"

★◎◎◎◎◎	□□□■□　1374-04　アビーロードの街　かぐや姫　★Key="+2"(original)

★◎◎◎◎◎	□□□■□　1374-03　あの人の手紙　かぐや姫　★Key="+1"(original)

★◎◎◎◎◎	□□□■□　1374-02　赤ちょうちん　かぐや姫　★Key="+2"(original)

★◎◎◎◎◎	■□□□□　1374-01　妹　かぐや姫　(LIVE版	1374-44)　★Key="+2"(original)

★◎◎◎◎◎	□□□■□　1370-40　水曜日の午後　オフコース　★Key="+1"(original)

★◎◎◎◎◎	□□□■□　1370-27　愛の唄　オフコース　★Key="+2"(original)

　　◎◎◎◎	□□□■□　1370-24　めぐる季節　オフコース　★Key="+2"(original)

　　◎◎◎◎	□□□■□　1370-20　僕の贈りもの　オフコース　★Key="+2"(original)

★◎◎◎◎◎	□□□■□　1370-18　でももう花はいらない　オフコース　★Key="+2"(original)

　　◎◎◎◎	□□□■□　1370-09　ワインの匂い　オフコース　★Key="+4"(original)

　◎◎◎◎◎	□□□■□　1370-06　眠れぬ夜　オフコース　★Key="+4"(original)

　◎◎◎◎◎	□□□■□　1359-01　岬めぐり　ウイークエンド　★Key="+2"(original)

　　◎◎◎◎	□□□■□　1357-07　ブルーライト・ヨコハマ　いしだあゆみ	(通常	1357-01)　★Key="-1"

　　　◎◎◎	□□□□■　1353-03　友達の詩　中村中　★Key="-3"

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1289-02　島唄(オリジナル・ヴァージョン)　THE	BOOM　★Key="+1"(original)

　　　　　◎	□□□□□　1275-06　Mrs.Robinson[ミセス・ロビンソン]　Simon	&	Garfunkel

　　　　　◎	□□□□□　1275-05　Scarborough	Fair[スカボロー・フェア]　Simon	&	Garfunkel

　　　　　◎	□□□□□　1275-03　Bridge	Over	Troubled	Water[明日に架ける橋]　Simon	&	Garfunkel

　　　　　◎	□□□□□　1275-02　El	Condor	Pasa[コンドルは飛んで行く]　Simon	&	Garfunkel

　　　　　◎	□□□□□　1275-01　The	Sounds	Of	Silence[サウンド・オブ・サイレンス]　Simon	&	Garfunkel

　　　　◎◎	□□□□□　1274-13　素敵にダンシング　SHOW-YA　★Key="-4"

　　　◎◎◎	□□□■□　1247-02　ぼくの好きな先生　RCサクセション

　　　　　◎	□□□□□　1245-03　Georgia	On	My	Mind[わが心のジョージア]　Ray	Charles

　◎◎◎◎◎	■□□□□　1237-06　M(エム)　PRINCESS	PRINCESS　★Key="-2"

　　◎◎◎◎	□□□■□　1237-02　Diamonds　PRINCESS	PRINCESS　★Key="-2"

　　　　　◎	□□□□□　1234-03　Only	You(And	You	Alone)[オンリー・ユー]　The	Platters

　　◎◎◎◎	■□□□□　1169-03　Stairway	To	Heaven[天国への階段]　Led	Zeppelin　★Key="+3"(original)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑JOYはLed	ZeppelinのLive映像が出る(^_^)

　　　　　◎	□□□□□　1149-02　Woman[ウーマン]　John	Lennon

　　　◎◎◎	□□□□□　1149-01　Imagine[イマジン]　John	Lennon

　　　　　◎	□□□□□　1148-01　Take	Me	Home,Country	Roads[故郷へ帰りたい]　John	Denver

　　　◎◎◎	□□□□■　1114-04　My	Way[マイ・ウェイ]　Frank	Sinatra　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	■□□□□　7243-22　未来予想図II　DREAMS	COME	TRUE　★Key="-3"	(通常	1095-02)

　　　◎◎◎	□□□□□　7243-73　Love	Love	Love　DREAMS	COME	TRUE　★Key="-3"

　　◎◎◎◎	□□□□■　1033-20　Yesterday[イエスタデイ]　The	Beatles　★Key="+2"(original)

　　　　◎◎	□□□□□　7042-29　Michelle[ミッシェル]　The	Beatles	★Key="+1"(orig)	(通常	1033-17)

　　◎◎◎◎	□□□□■　1033-08　Let	It	Be[レット・イット・ビー]　The	Beatles　★Key="+2"(original)

　◎◎◎◎◎	□□□□■　1033-02　Hey	Jude[ヘイ・ジュード]	The	Beatles	★Key="+1"(original)

　　　　　◎	□□□□□　1024-06　Runner	爆風スランプ



　　◎◎◎◎	□□□□■　1012-01　Moon	River[ムーン・リバー]　Andy	Williams　★Key="+2"

　　◎◎◎◎	□□□□■　1003-01　Aquarius/Let	The	Sunshine	In[輝く星座]　5th	Dimension　★Key="-1"

※BGM観賞用

　　　　　　	□□□□□　4390-78　エレクトリカルパレード　TDL


