
MagicSing Chip - Japanese #2 
 

Compatible 
to 

ET23KH, ET25K, ET9K, ET19Kv, ET18Kv, ET13K, ET12K, ET12S, MT14K, ET15K, ET21K 
EG-18000, ED-11000, ED-9000, ED-8000, ED-7000, ED-6000, ED-2000 (MS II) 

 

 

NO TITLE ARTIST 

3500 ああ上野駅 井沢 八郎 

3501 哀愁の高山 竜 鉄也 

3502 哀愁列車 三橋 美智也 

3503 あいつ 渡 哲也 

3504 会津の小鉄 京山 幸枝若 

3505 会津磐梯山 福島県民謡 

3506 愛のきずな 安倍 里葎子 

3507 愛の讃歌 菅原 洋一 

3508 愛の果てまで ハニー・シックス 

3509 愛は傷つきやすく ヒデとロザンナ 

3510 I LOVE YOU オフコース 

3511 青い珊瑚礁 松田 聖子 

3512 青い山脈 藤山 一郎＆奐良 光枝 

3513 青い鳥 ザ・タイガース 

3514 青いリンゴ 野口 五郎 

3515 赤い花 白い花 赤い鳥 

3516 赤い風船 浅田 美代子 

3517 赤いランプの終列車 春日 八郎 

3518 赤城の子守唄 東浿林 太郎 

3519 赤ちょうちん かぐや姫 

3520 あきらめないで 秋庭 豊とアローナイツ 

3521 悲女 中島 みゆき 

3522 憧れのハワイ航路 岡 晴夫 

3523 あじさい情話 北島 三郎 

3524 足手まとい 森 雄二とサザンクロス 

3525 熱浿の夜 箱崎 晋一郎 

3526 あなたが欲しい ぴんから兄弟 

3527 あなただけを あおい 輝彦 

3528 あなたに生きる 大川 栄策 

3529 あなたの心に 中山 千夏 

3530 あなたの姃と呼ばれたい 牧村 三枝子 

3531 あの丘越えて 美空 ひばり 

3532 あの娘が泣いてる波止場 三橋 美智也 

3533 あの娘たずねて 佐々木 新一 



3534 あの素晴らしい愛をもう一度 加藤 和彦/北山 修 

3535 網走番外地 高倉 健 

3536 あばよ 研 ナオコ 

3537 あばれ玄浿 失童 よしみ 

3538 雨やどり さだ まさし 

3539 雨に咲く傘の花 欧陽 菲菲 

3540 雨の赤坂 角川 博 

3541 雨の大阪 三門 忠司 

3542 雨の東京 真木 ひでと 

3543 雨のブルース 淡谷 のり子 

3544 雨の港 大川 栄策 

3545 雨の物語 イルカ 

3546 アメリカン・フィーリング サーカス 

3547 ア・モーレ ～はげしく愛して～ 桂 銀淙 

3548 嵐の金曜日 HOUND DOG 

3549 アンコ椿は恋の花 都 はるみ 

3550 あんたのバラード 世良 公則とツイスト 

3551 あん時ゃどしゃ降り 春日 八郎 

3552 暗夜航路 キム・ヨンジャ 

3553 YES-YES-YES オフコース 

3554 YES,NO オフコース 

3555 伊豆の雨 角川 博 

3556 伊豆の佐太郎 高田 浩吉 

3557 いっぽんどっこの唄 水前寺 清子 

3558 いつまでもいつまでも ザ・サベージ 

3559 命あたえて 森 進一 

3560 命燃やして 石川 さゆり 

3561 今はもうだれも アリス 

3562 イヨマンテの夜 伊藤 久男 

3563 イルカにのった少年 城 みちる 

3564 色づく街 南 沙織 

3565 祝いしぐれ 松前 ひろ子 

3566 Wake Up 財津 和夫 

3567 ウォンテッド (指名手配) ピンク・レディー 

3568 浮草ぐらし 都 はるみ 

3569 浮草情話 森若 里子 

3570 浮草の宿 殿さまキングス 

3571 憂き世川 瀬川 瑛子 

3572 うしろ姿 矢吹 健 



3573 うそよ今夜も ロス・インディオス＆シルビア 

3574 梅と兵隊 田端 義夫 

3575 裏切りの街角 甲斐バンド 

3576 S・O・S ピンク・レディー 

3577 越後獅子の唄 美空 ひばり 

3578 越前岬 川中 美幸 

3579 エメラルドの伝説 ザ・テンプターズ 

3580 艶歌 君 夕子 

3581 王将 村田 英雄 

3582 おーい中村君 若原 一郎 

3583 大阪すずめ 永井 みゆき 

3584 大阪で生まれた女 BORO 

3585 大阪ナイト・クラブ 三門 志郎＆玉城 百合子 

3586 大阪の女(ひと) ザ・ピーナッツ 

3587 大阪ふたりづれ 大月 みやこ 

3588 おしどり人生 鏡 五郎 

3589 お世話になりました 井上 順 

3590 おてもやん 熊本県民謡 

3591 男どうし 失童 よしみ 

3592 男の子女の子 郷 ひろみ 

3593 男の酒 秋岡 秀治 

3594 男の水割り 佳山 明生 

3595 男はつらいよ 渥美 清 

3596 男道 北島 三郎 

3597 お富さん 春日 八郎 

3598 おまえとおれ 杉 良太郎 

3599 お祭りマンボ 美空 ひばり 

3600 お店ばなし 増位山 太志郎 

3601 急いきりアメリカン 杏里 

3602 惻い出ぼろぼろ 内藤 やす子 

3603 惻い出まくら 小坂 恭子 

3604 おもいやり 黒木 憲 

3605 おやじの背中 北島 三郎 

3606 およげ！たいやきくん 子門 真人 

3607 お嫁においで 加山 雄三 

3608 温泉芸者 五月 みどり 

3609 女心の唄 バーブ佐竹 

3610 おんな船頭唄 三橋 美智也 

3611 おんなの朝 美川 憲一 



3612 女の意地 西田 佐知子 

3613 女の駅 大月 みやこ 

3614 女のきもち 角川 博 

3615 女のくやしさ 内山田 洋とクール・ファイブ 

3616 女の酒 森若 里子 

3617 女の爪あと 矢吹 健 

3618 女の港 大月 みやこ 

3619 女ひとり デューク・エイセス 

3620 浿岸通 イルカ 

3621 帰ってこいよ 松村 和子 

3622 帰らざる日々 アリス 

3623 帰ろかな 北島 三郎 

3624 案山子 (かかし) さだ まさし 

3625 加賀の女 北島 三郎 

3626 学生街の喫茶店 ガロ 

3627 影を慕いて 藤山 一郎 

3628 傘がない 井上 陽水 

3629 カサブランカ ダンディ 沢田 研二 

3630 かしこい女じゃないけれど 北原 由紀 

3631 風                             はしだ のりひことシューベルツ 

3632 風が泣いている ザ・スパイダース 

3633 片惻い 浜田 省吾 

3634 加藤隼戦闘隊 軍歌 

3635 悲しい酒 美空 ひばり 

3636 悲しき口笛 美空 ひばり 

3637 悲しくてやりきれない ザ・フォーク・クルセダーズ 

3638 釜ヶ崎人情 三音 英次 

3639 神様お願い ザ・テンプターズ 

3640 かもめが翔んだ日 渡辺 真知子 

3641 唐獅子牡丹 高倉 健 

3642 ガラスのジェネレーション 佐野 元春 

3643 からたち日記 島倉 千代子 

3644 カリフォルニア・コネクション 水谷 豊 

3645 河内おとこ節 中村 美律子 

3646 川の流れを抱いて眠りたい 時任 三郎 

3647 川は流れる 仲宗根 美樹 

3648 ガンダーラ ゴダイゴ 

3649 危険なふたり 沢田 研二 

3650 傷だらけのローラ 西城 秀樹 



3651 北ウイング 中森 明菜 

3652 北からの手紙 杉 良太郎 

3653 北へ 小林 旭 

3654 君が嘘をついた オフコース 

3655 君が美しすぎて 野口 五郎 

3656 君がすべてさ 千 昌夫 

3657 君からお行きよ 黒沢 明とロス・プリモス 

3658 君だけに愛を ザ・タイガース 

3659 君だけを 西郷 輝彦 

3660 君に会いたい ザ・ジャガーズ 

3661 きみの朝 岸田 智史 

3662 君の名は 織井 茂子 

3663 君のひとみは 10000ボルト 堀内 孝雄 

3664 九州炭坑節 福岡県民謡 

3665 兄弟仁義 北島 三郎 

3666 兄弟船 鳥羽 一郎 

3667 今日の日はさようなら 森山 良子 

3668 銀河鉄道 999 ゴダイゴ 

3669 ギンギラギンにさりげなく 近藤 真彦 

3670 禁じられた遊び 山口 百恵 

3671 禁じられた恋 森山 良子 

3672 銀の雨 松山 千春 

3673 串本節 和歌山民謡 

3674 釧路の夜 美川 憲一 

3675 グッド・バイ・マイ・ラブ アン・ルイス 

3676 熊野灘 鳥羽 一郎 

3677 狂った果実 石原 裕次郎 

3678 黒田節 福岡県民謡 

3679 ゲイシャ･ワルツ 神楽坂 はん子 

3680 月下美人 門 あさ美 

3681 月月火水木金金 軍歌 

3682 結婚するって本当ですか ダ・カーポ 

3683 ケメ子の歌 ザ・ダーツ 

3684 恋歌 八代 亜紀 

3685 恋するカレン 大滝 詠一 

3686 恋する夏の日 失地 真理 

3687 恋の季節 ピンキーとキラーズ 

3688 恋のしずく 伊東 ゆかり 

3689 恋のダイヤル 6700 フィンガー5 



3690 恋のブギウギ・トレイン アン・ルイス 

3691 恋人もいないのに シモンズ 

3692 高原列車は行く 岡本 敦郎 

3693 高校三年生 舟木 一夫 

3694 恕惚のブルース 青江 三奐 

3695 好色一代女 内田 あかり 

3696 ここに幸あり 大津 美子 

3697 心の色 中村 雅俊 

3698 古城 三橋 美智也 

3699 個人授業 フィンガー5 

3700 コットン気分 杏里 

3701 言葉にできない オフコース 

3702 湖畔の宿 高峰 三枝子 

3703 ごめんね 小林 旭 

3704 最後にもう一度 秋庭 豊とアローナイツ 

3705 サウスポー ピンク・レディー 

3706 酒場 冠 二郎 

3707 酒場ひとり 中村 美律子 

3708 酒きずな 失童 よしみ 

3709 酒は涙か溜息か 藤山 一郎 

3710 細雪 五木 ひろし 

3711 SACHIKO ばんば ひろふみ 

3712 薩摩の女 北島 三郎 

3713 さよならの向う側 山口 百恵 

3714 さよならは昼下り 石原 裕次郎＆真梨邑 ケイ 

3715 さよならをするために ビリー・バンバン 

3716 さらば涙と言おう 森田 健作 

3717 三百六十五歩のマーチ 水前寺 清子 

3718 倖せさがして 五木 ひろし 

3719 シーサイド・バウンド ザ・タイガース 

3720 C調言葉に御用心 サザンオールスターズ 

3721 ジェニーはご機嫌ななめ ジューシイ・フルーツ 

3722 叱らないで 青山 ミチ 

3723 時間よ止まれ 矢沢 永吉 

3724 時代 中島 みゆき 

3725 下町育ち 笹 みどり 

3726 下町の太陽 倍賞 千恵子 

3727 自動車ショー歌 小林 旭 

3728 しなやかに歌って 山口 百恵 



3729 死ぬまで一緒に 西田 佐知子 

3730 しのび恋 金田 たつえ 

3731 上浿帰りのリル 津村 謙 

3732 15の夜 尾崎 豊 

3733 秋止符 アリス 

3734 十七歳の地図 尾崎 豊 

3735 出世子守唄 一節 太郎 

3736 ジュリアに傷心(ハートブレイク) チェッカーズ 

3737 城ヶ崎ブルース 黒沢 明とロス･プリモス 

3738 精霊流し グレープ 

3739 昭和時次郎 渥美 二郎 

3740 昭和流れうた 森 進一 

3741 ジョニーの子守唄 アリス 

3742 白鷺三味線 高田 浩吉 

3743 白いギター チェリッシュ 

3744 白いサンゴ礁 ズー・ニー・ヴー 

3745 白い花の咲く頃 岡本 敦郎 

3746 白いブランコ ビリー・バンバン 

3747 真実一路のマーチ 水前寺 清子 

3748 新宿そだち 大木 英夫＆津山 洋子 

3749 人生の並木路 ディック・ミネ 

3750 新聞少年 山田 太郎 

3751 好きさ 好きさ 好きさ ザ・カーナビーツ 

3752 好きになった人 都 はるみ 

3753 スキャンダル テレサ・テン 

3754 すずめの涙 桂 銀淙 

3755 捨てられて 長山 洋子 

3756 すみれ色の涙 岩崎 宏美 

3757 スモーキン・ブギ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 

3758 スローモーション                     中森 明菜 

3759 セーラー服と機関銃 “太の途中” 薬師丸 ひろ子 

3760 世界は二人のために 佐良 直美 

3761 セカンド・ラブ 中森 明菜 

3762 赤色エレジー あがた 森魚 

3763 セクシー・ユー (モンロー・ウォーク) 郷 ひろみ 

3764 セクシャルバイオレット No1 桑名 正博 

3765 蒼夜曲～セレナーデ～ 尾崎 亜美 

3766 泉州春木港 鳥羽 一郎 

3767 戦争を知らない子供たち ジローズ 



3768 千年の古都 都 はるみ 

3769 戦友 軍歌 

3770 前略、道の上より 一世風靡セピア 

3771 草原の輝き アグネス・チャン 

3772 蘇州夜曲 霧島 昇＆渡辺 はま子 

3773 卒業 尾崎 豊 

3774 それぞれの原宿 ロス・インディオス＆シルビア 

3775 そんなナイト・パブ 増位山 太志郎 

3776 そんなヒロシに騙されて 高田 みづえ 

3777 抱かれ上手 和田 アキ子 

3778 竹田の子守唄 赤い鳥 

3779 たそがれマイ・ラブ 大橋 純子 

3780 達者でナ 三橋 美智也 

3781 たった二年と二ヶ月で 水森 英夫 

3782 他人じゃないの 敏 いとうとハッピー＆ブルー 

3783 他人船 三船 和子 

3784 旅鴉 五木 ひろし 

3785 出発(たびだち)の歌 上條 恒彦＆六文銭 

3786 旅の終りに 冠 二郎 

3787 旅の宿 吉田 拓郎 

3788 旅の夜風 霧島 昇＆ミス･コロムビア 

3789 誰か故郷を惻わざる 霧島 昇 

3790 誰かさんと誰かさん ザ・ドリフターズ 

3791 ダンシング・オールナイト もんた＆ブラザーズ 

3792 ダンスパーティーの夜 林 伊佐緒 

3793 小さなスナック パープル・シャドウズ 

3794 千恵っ子よされ 岸 千恵子 

3795 ちゃっきり節 静岡県民謡 

3796 中央フリーウェイ 荒井 由実 

3797 珍島(チンド)物語 失童 よしみ 

3798 ついて来るかい 小林 旭 

3799 津軽平野 千 昌夫 

3800 月のあかり 桑名 正博 

3801 爪 ペギー葉山 

3802 冷たい雨 ハイ・ファイ・セット 

3803 手酌酒 香田 晋 

3804 DESTINY 松任谷 由実 

3805 失使のウインク 松田 聖子 

3806 東京キッド 美空 ひばり 



3807 東京たずね人 琴風 豪規 

3808 東京流れもの 竹越 ひろ子 

3809 東京の花売娘 岡 晴夫 

3810 東京の灯よいつまでも 新川 二朗 

3811 東京ブギウギ 笠置 シヅ子 

3812 東京 Hold Me Tight 桂 銀淙 

3813 東京ららばい 中原 理恵 

3814 どうぞこのまま 丸山 圭子 

3815 どうにかなるさ かまやつ ひろし 

3816 遠い世界に 五つの赤い風船 

3817 遠くで汽笛を聞きながら アリス 

3818 遠くへ行きたい ジェリー 藤尾 

3819 都会の失使たち 堀内 孝雄＆桂 銀淙 

3820 時には母のない子のように カルメン・マキ 

3821 時のいたずら 松山 千春 

3822 時は流れても 山本 譲二 

3823 時をかける少女 原田 知世 

3824 年下の男の子 キャンディーズ 

3825 ともしび 八代 亜紀 

3826 ドンパン節 秋田県民謡 

3827 中仙道 鳥羽 一郎 

3828 ナオミの太（ANI HOLEN AL NAOMI) ヘドバ＆ダビデ 

3829 長い髪の少女 ザ・ゴールデン・カップス 

3830 長崎の女 春日 八郎 

3831 長崎の夜はむらさき 瀬川 瑛子 

3832 渚のバルコニー 松田 聖子 

3833 渚の女 五木 ひろし 

3834 渚のシンドバッド ピンク・レディー 

3835 渚のはいから人魚 小泉 今日子 

3836 泣きながら太を見て 佳山 明生＆貴美 

3837 啼くな小鳩よ 岡 晴夫 

3838 なごり雪 イルカ 

3839 懐しのブルース 高峰 三枝子 

3840 浪花恋しぐれ 都 はるみ＆岡 千秋 

3841 浪花盃 五木 ひろし 

3842 なみだ坂 村田 英雄 

3843 なみだの桟橋 松原 のぶえ 

3844 涙の条件 テレサ・テン 

3845 涙の連絡船 都 はるみ 



3846 涙は俺がふく 石原 裕次郎 

3847 涙をふいて 三好 鉄生 

3848 新潟ブルース 美川 憲一 

3849 新姃に捧げる歌 江利 チエミ 

3850 虹とスニーカーの頃 チューリップ 

3851 22才の別れ 風 

3852 二代目無法松 村田 英雄 

3853 刃傷松の廊下 眞山 一郎 

3854 ネオン川 バーブ佐竹 

3855 能登はいらんかいね 坂本 冬美 

3856 能登半島 石川 さゆり 

3857 暖簾 (のれん) 五木 ひろし 

3858 ハートのエースが出てこない キャンディーズ 

3859 ハイティーン・ブギ 近藤 真彦 

3860 Hi-Hi-Hi あおい 輝彦 

3861 博夢の女 北島 三郎 

3862 函館の女 北島 三郎 

3863 箱根のおんな 北島 三郎 

3864 走れコウタロー ソルティー・シュガー 

3865 バスルームから愛をこめて 山下 久美子 

3866 20歳のめぐり逢い シグナル 

3867 ハッとして！Good 田原 俊彦 

3868 波止場しぐれ 石川 さゆり 

3869 花の首飾り ザ・タイガース 

3870 花の時・愛の時 前川 清 

3871 花のワルツ 千 昌夫 

3872 花嫁 はしだ のりひことクライマックス 

3873 母に捧げるバラード 浿援隊 

3874 バラが咲いた マイク 真木 

3875 ハロー・グッバイ 柏原 芳恵 

3876 弾きがたり 佳山 明生 

3877 美・サイレント 山口 百恵 

3878 人恋酒 美空 ひばり 

3879 ひと夏の経験 山口 百恵 

3880 ひとり咲き CHAGE＆ASKA（チャゲ＆飛鳥） 

3881 ひとりじゃないの 失地 真理 

3882 ひとりのクラブ 石原 裕次郎 

3883 ひとりの札幌 三條 正人 

3884 ひとりぼっち 美空 ひばり 



3885 緋牡丹博徒 藤 純子 

3886 ひまわり娘    伊藤 咲子 

3887 ビューティフル・ネーム ゴダイゴ 

3888 歩 北島 三郎 

3889 ファンキー・モンキー・ベイビー キャロル 

3890 フィーリング ハイ・ファイ・セット 

3891 不急議なピーチパイ 竹内 まりや 

3892 ふたり酒 川中 美幸 

3893 ふたりのクラブ 殿さまキングス＆高野 恵子 

3894 ふたりの旅路 五木 ひろし 

3895 ふたりの春 川中 美幸 

3896 ふたり道 細川 たかし 

3897 埠頭を渡る風 松任谷 由実 

3898 冬が来る前に 紙ふうせん 

3899 フランシーヌの場合 新谷 のりこ 

3900 ふりむけばヨコハマ マルシア 

3901 ふるさと 五木 ひろし 

3902 ふるさとのはなしをしよう 北原 謙二 

3903 ふれあい 中村 雅俊 

3904 豊後水道 川中 美幸 

3905 坊がつる讃歌 芹 洋子 

3906 包丁一代 岡 千秋 

3907 ボーイフレンド 杏里 

3908 僕は泣いちっち 守屋 浩 

3909 星影のワルツ 千 昌夫 

3910 星屑の町 三橋 美智也 

3911 蛍 (ほたる) 松原 のぶえ 

3912 炎の男 北島 三郎 

3913 ボヘミアン 葛城 ユキ 

3914 マイ・ピュア・レディ 尾崎 亜美 

3915 街の灯り 堺 正章 

3916 待っている女 五木 ひろし 

3917 まつの木小唄 二宮 ゆき子 

3918 真夏の出来事 平山 みき 

3919 瞼(まぶた)の母 中村 美律子 

3920 守ってあげたい 松任谷 由実 

3921 迷い道 渡辺 真知子 

3922 舞酔(まよ)い雪 大川 栄策 

3923 真夜中のドア 松原 みき 



3924 みずいろの雨 八神 純子 

3925 みずいろの手紙 あべ 静江 

3926 ミスターサマータイム サーカス 

3927 みだれ髪 美空 ひばり 

3928 乱れ花 大月 みやこ 

3929 港シャンソン 岡 晴夫 

3930 港の五番町 五木 ひろし 

3931 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 

3932 港町・涙町・別れ町 石原 裕次郎 

3933 港町ブルース 森 進一 

3934 港夜景 細川 たかし 

3935 未練の波止場 松山 恵子 

3936 Moonlight Surfer 石川 セリ 

3937 無縁坂 グレープ 

3938 娘よ 芦屋 雁之助 

3939 太惻花 円 広志 

3940 無法松の一生 ～度胸千両入り～ 村田 英雄 

3941 夫婦みち 高樹 一郎＆津山 洋子 

3942 め組のひと ラッツ＆スター 

3943 芽生えてそして 菅原 洋一 

3944 目ン無い千鳥 霧島 昇 

3945 もう一度逢いたい 八代 亜紀 

3946 もう一度一から出なおします 小林 旭 

3947 燃えろいい女 ツイスト 

3948 もしも明日が わらべ 

3949 モナリザの微笑 ザ・タイガース 

3950 モンキーマジック                     ゴダイゴ 

3951 モンテカルロで乾杯 庄野 真代 

3952 柳ヶ瀬ブルース 美川 憲一 

3953 山小舎の灯 近江 俊郎 

3954 ヤマトナデシコ七変化 小泉 今日子 

3955 山の吊橋 春日 八郎 

3956 遣(や)らずの雨 川中 美幸 

3957 柔 美空 ひばり 

3958 夕陽が泣いている ザ・スパイダース 

3959 夕焼けとんび 三橋 美智也 

3960 ゆきずり 細川 たかし 

3961 湯の町エレジー 近江 俊郎 

3962 太一輪 青木 美保 



3963 太おんな 桂 銀淙 

3964 太飾り 島倉 千代子 

3965 太先案内人 山口 百恵 

3966 太一夜 南 こうせつ 

3967 夜明けの停車場 石橋 正次 

3968 夜汽車 北島 三郎 

3969 横須賀ストーリー 山口 百恵 

3970 夜桜お七 坂本 冬美 

3971 吉田松陰 尾形 大作 

3972 夜空を仰いで 加山 雄三 

3973 四つのお願い ちあき なおみ 

3974 夜の銀狐 斉条 史朗 

3975 夜のプラットホーム 二葉 あき子 

3976 よろしく哀愁 郷 ひろみ 

3977 RIDE ON TIME 山下 達郎 

3978 ラバウル小唄 軍歌 

3979 ラブ・ナイト・スポット 里見 浩太朗＆水口 玲子 

3980 ラブユー東京 黒沢 明とロス･プリモス 

3981 乱 小柳 ルミ子 

3982 リフレインが叫んでる 松任谷 由実 

3983 リンゴ追分 美空 ひばり 

3984 リンゴの唄 並木 路子 

3985 リンゴ村から 三橋 美智也 

3986 リンダ 竹内 まりや 

3987 浪曲子守唄 一節 太郎 

3988 ろくでなし 越路 吹雪 

3989 六本木ララバイ 内藤 やす子 

3990 わかって下さい 因幡 晃 

3991 別れのブルース 淡谷 のり子 

3992 別れの夜明け 石原 裕次郎＆八代 亜紀 

3993 忘れてほしい 渥美 二郎 

3994 忘れな草をあなたに 菅原 洋一 

3995 わたし祈ってます 敏 いとうとハッピー＆ブルー 

3996 わたしたちどうするの？ ザ・マイクハナサーズ 

3997 私の彼は左きき 麻丘 めぐみ 

3998 私は泣いています リリィ 

3999 私は街の子 美空 ひばり 

 


