
1 案山子 23 旅的途上 43 わかって下さい
2 主人公 24 時代おくれ 44 別涙
3 天までとどけ 25 野風増 45 涙よ、今祈りになれ
4 無縁坂 26 酒と泪と男と女 46 忍冬

5 言葉にできない 27 桃色吐息 47 心もよう
6 さよなら 28 ごめんね 48 いっそセレナーデ
7 たしかなこと 29 五番街のマリ― 49 夏の終わりのハーモニー　

8 今はもうだれも 30 秋桜 50 なごり雪
9 冬の稲妻 31 いい日旅立ち 51 雨の物語
10 遠くで汽笛を聞きながら 52 海岸通

11 大空と大地の中で 32 化粧 53 サボテンの花
12 炎 33 空と君のあいだに 54 青春の影
13 銀の雨 34 糸
14 恋 35 地上の星
15 時のイタズラ 36 時代 55 さらば恋人よ
16 君を忘れない 56 街の灯り

17 初恋 37 勝手にしやがれ 57 ひとり咲き
18 春雨 38 時の過ぎゆくままに 58 男と女

19 僕が僕であるために 39 思秋期 59 さよならをするために
20 I love you 40 聖母たちのララバイ 60 また君に恋してる

21 愛燦燦 41 乾杯 61 カントリーロード
22 真赤な太陽 42 しあわせになろうよ 62 素敵な16歳

（小田和正）

（さだまさし）

（アリス）

（松山千春）

（長渕剛）

ひでボー＆絵夢リクエスト投票

（洋楽）

（井上陽水）

（イルカ）

（チューリップ）

（堺正章）

（村下孝蔵） （沢田研二） （チャゲ&飛鳥）

（高橋真梨子）

（山口百恵）

（中島みゆき）

（尾崎豊）

（美空ひばり）

私たちの曲リスト(両面135曲）の中からもう一度聴きたい曲を１０曲以内で選んでください♪
皆さんが選んで下さった曲を、12月14日(日)１４：００～クリスマスライブ＠相楽園会館で、

ランキング形式でお届けしたいと思います。

（岩崎宏美） （ビリーバンバン）

（河島英五） （因幡晃）

*プレゼントお渡しする際に必要ですので、お名前のご記入をお願いし
ます

　　　　・　　　　　・　　　　

トップ3予想！　

見事当たった方には、クリスマスライブにて
ひでボー＆絵夢からプレゼントをお渡しします＾＾

皆さんの選ぶトップ３　を予想して下さい♪♪

聴きたい曲投票　　

*10曲以内でお願いします♪

お名前

今までライブに来て下さった回数

初めて  ・  ２～３回　 ・  ４～５回　 ・  それ以上

ご意見・ご感想、その他何かありましたら♪

*こちらは12月14日のクリスマスライブにお越しいただける方
のみご参加ください

さらに！！



63 会いたい  （沢田知可子） 89 結婚するって本当ですか 113 ハナミズキ 　（一青窈）

64 愛はかげろう 　（雅夢）  （ダカーポ） 114 ひだまりの詩　 （ルクプル）

65 あずさ2号 　（狩人） 90 サイレント・イヴ 　（辛島美登里） 115 ひまわり娘 　（伊藤咲子）

66 あなたの心に　（中山千夏） 91 サヨナラ模様　 （伊藤 敏博） 116 瞳を閉じて 　（平井堅）

67 あなただけを 　（あおい輝彦） 92 さくら　 （森山直太朗） 117 Ｂｅｌｉｅｖｅ　 （杉本竜一）

68 あの素晴しい愛をもう一度   93 幸せ運べるように　 118 Ｈｏｍｅ　 （木山裕策）

94 私鉄沿線 　（野口五郎） 119 また逢う日まで　（尾崎紀世彦）

69 天城越え　 （石川さゆり） 95 島唄 　（THE BOOM） 120 まちぶせ　（三木聖子）

70 アメリカンフィーリング 　（サーカス） 96 島人の宝 　（ＢＥＧＩＮ） 121 真夜中のギター　（千賀かほる）

71 池上線 　（西島 三重子） 97 シルエット・ロマンス　 （大橋純子） 122 三日月　（絢香）

72 いちご白書をもう一度 　（バンバン） 98 白い色は恋人の色 　 123 岬めぐり　

73 今あなたにうたいたい 　

99 白い恋人達　 （桑田佳祐） 124 みずいろの手紙　（あべ静江）

74 離別イビョル 　（李 成愛） 100 青春時代 　 125 未来へ　（キロロ）

75 栄光の架け橋　 （ゆず） 126 未来予想図Ⅱ　

76 YELL （いきものがかり） 101 瀬戸の花嫁 　（小柳ルミ子）

77 Ｍ 　（プリンセスプリンセス） 102 卒業写真　 （荒井由実） 127 もうひとつの土曜日 　（浜田省吾）

78 想い出まくら 　（小坂恭子） 103 空に星があるように  （荒木一郎） 128 木綿のハンカチーフ 　（太田裕美）

79 オリビアを聴きながら  （杏里） 104 太陽がくれた季節 　 129 夢をあきらめないで　 （岡村孝子）

80 かあちゃん 　（増田空人） 130 夜空ノムコウ 　（ＳＭＡＰ）

81 家族になろうよ 　（福山雅治） 105 冷たい雨　 （ハイ・ファイ・セット） 131 約束  （森山愛子）　

82 悲しくてやりきれない 106 翼をください 　（赤い鳥） 132 瑠璃色の地球 　（松田聖子）　 　

107 手紙 ～拝啓15の君へ　 133 ら・ら・ら 　（大黒摩季）

83 かもめが飛んだ日 　（渡辺真知子） 134 ロンリ―チャップリン　

84 かもめはかもめ　 （研ナオコ） 108 どうぞこのまま　（丸山圭子）

85 神田川　 （かぐや姫） 109 涙そうそう　（夏川りみ） 135 童神 ～ヤマトグチ～　（古謝美佐子）

86 切手のないおくりもの 110 二十二歳の別れ　（風）

87 きみの朝 　（岸田智史） 111 バスストップ　（平浩二）

88 君をのせて～天空の城ラピュタ 112 春なのに　（柏原芳恵）

（井上あずみ） 

（青い三角定規）

（ザ・フォーク　クルセダーズ）    

（アンジェラ・アキ）

（Ｄｒｅａｍ　Ｃｏｍｅｓ　Ｔｒｕｅ）

（鈴木聖美 with Rats&Star）

 （北山修・加藤和彦） 

（ベッツィ＆クリス）

（和田アキ子）

（森田公一とトップギャラン）

（山本コータローとウイークエンド）


