
1 僕の歌は君の歌（ユア・ソング) エルトン・ジョン
2 永遠の人に捧げる歌 コモドアーズ
3 タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング ダイアナ・ロス
4 恋の仲直り ピーチズ＆ハーブ
5 アイム・ノット・イン・ラヴ 10ｃｃ
6 夢の中の君 スティーヴィー・ワンダー
7 ウィアー・オール・アローン リタ・クーリッジ
8 ユア・レディ ピーター スケラーン 
9 ラヴ・ミー イヴォンヌ・エリマン
10 フロート・オン フローターズ
11 シャイン・スライトリー ニルス・ロフグレン
12 マギー・メイ ロッド・スチュワート
13 誓い スタイリスティックス
14 ベイビー・カム・バック プレイヤー
15 ガット・トゥ・ビー・ゼア マイケル・ジャクソン
1 オール・ライト・ナウ フリー
2 恋のめまい バックマン・ターナー・オーヴァードライヴ
3 シンス・ユー・ビーン・ゴーン レインボー
4 ショウ・ミーザ・ウェイ ピーター・フランプトン
5 スウィート・ホーム・アラバマ レイナード・スキナード
6 スタック・イン・ザ・ミドル スティーラーズ・ホイール
7 ダウン・ダウン ステイタス・クォー
8 ロッキー・マウンテン・ウェイ ジョー・ウォルシュ
9 ランブリン・マン オールマン・ブラザーズ・バンド
10 ウッドストック マシューズ・サザン・コンフォート
11 朝日のあたる家 フリジッド・ピンク
12 ユー・ウェアー・イット・ウェル ロッド・スチュアート
13 ウイスキー・イン・ザ・ジャー シン・リジィ
14 ジプシー・トランプス・アンド・シーヴス シェール
15 アフター・ミッドナイト Ｊ .Ｊ .ケール
1 ウップス・アップサイド・ユア・ヘッド ギャップ・バンド
2 フラッシュダンス アイリーン・キャラ
3 ワード・アップ キャメオ
4 ゲット・ダウン・オン・イット クール＆ザ・ギャング
5 エイント・ナッシン・ゴーイン・オン・バット・ザ・レント グウェン・ガスリー
6 ファンキー・タウン リップス
7 オンリー・ウェイ・イズ・アップ ヤズ
8 マニアック マイケル・センベロ
9 愛の砦 サード・ワールド
10 ウォッチング・ミー ロックウェル
11 ドント・ストップ・ザ・ミュージック ヤーブロウ＆ピープルズ
12 ブレイクアウト スウィング・アウト・シスター
13 リズム・オブ・ザ・ナイト デバージ
14 ルック・オブ・ラヴ ABC
15 ランニング・イン・ザ・ファミリー レヴェル42
16 フェイド・トゥ・グレイ ヴィサージ
1 ファースト・タイム ロビン・ベック
2 恋におぼれて ロバート・パーマー
3 よくあることさ トム・ジョーンズ
4 スウィート・リトル・ミステリー ウェット・ウェット・ウェット
5 レッスンズ・イン・ラヴ レヴェル４２
6 ティアドロップス ウーマック＆ウーマック
7 至上の愛 ウィル・ダウニング
8 ミスター・テレフォン・マン ニュー・エディション
9 ストップ サム・ブラウン
10 あなたを夢みて ダン・ハートマン
11 僕を信じて ジョン・ハイアット
12 恋のあやまち ジム・ダイアモンド
13 フール・イフ・ユー・シンク・イッツ・オーヴァー エルキー・ブルックス
14 ネヴァ・ニュー・ラヴ・ライク・ディス・ビフォア ステファニー・ミルズ
15 エンドレス・ラヴ ダイアナ・ロス＆ライオネル・リッチー

TRACK LIST FOR PREMIUM
UNIVERSAL MUSIC LLC

80's Love

80's Dance

70's Rock

70's Love



1 ハイアー・ラヴ スティーヴ・ウィンウッド
2 汚れなき愛 ソフト・セル
3 ユー・キープ･ミー・ハンギン・オン キム・ワイルド
4 カモン・アイリーン ディキシーズ・ミッドナイト・ランナーズ
5 シャウト ティアーズ・フォー・フィアーズ
6 ルック・アウェイ ビッグ・カントリー
7 アイ・ウォント・ユア・ラヴ トランスヴィジョン・ヴァンプ 
8 ヒート・オブ・ザ・モーメント エイジア
9 ザ・ワンダラー ステイタス・クォー
10 エロイーズ ダムド
11 サムワンズ・ルッキング・アット・ユー ザ・ブームタウン・ラッツ
12 悪意という名の街 ザ･ジャム
13 パーフェクト・ストレンジャーズ ディープ・パープル
14 オール・ナイト・ロング レインボー
15 ファイト・フォー・ユア・ライト ビースティ・ボーイズ
1 愛は沈黙の中に ローナン・キーティング
2 トゥルー・トゥ・ユア・ハート 98°＆スティーヴィー・ワンダー
3 ハイ ライトハウス・ファミリー
4 マイ・デスティニー ライオネル・リッチー
5 ターン・バック・タイム ＡＱＵＡ
6 愛にすべてを ウェット・ウェット・ウェット
7 キャント・レット・ハー・ゴー ボーイズＩＩメン
8 ウィズアウト・ア・ウーマン ズッケロ＆ポール・ヤング
9 キス・ザ・レイン ビリー・マイヤーズ
10 僕の瞳に小さな太陽 オリータ・アダムス
11 タッチ・ミー キャシー・デニス
12 アイ・ラヴ・ユア・スマイル シャニース
13 ホエン・ザ・スザンナ・クライズ エスペン・リンド
14 ラヴ・ミー・フォー・ア・リーズン ボーイゾーン
15 ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー ポール・ウェラー
1 おいしい水 アストラッド・ジルベルト
2 ソ・ダンソ・サンバ スタン・ゲッツ＆ジョアン・ジルベルト
3 マシュ・ケ・ナーダ タンバ・トリオ
4 デサフィナード スタン・ゲッツ＆チャーリー・バード
5 コンスタント・レイン セルジオ・メンデス
6 ワン・ノート・サンバ ディジー・ガレスピー
7 ドミンゴ・ア・ノイチ ルイス・ボンファ
8 ソー・ナイス マルコス・ヴァーリ
9 私をアルアンダに連れて行って アストラッド・ジルベルト
10 インセンシティヴ ウェス・モンゴメリー
11 リメンバー アントニオ・カルロス・ジョビン
12 イパネマの娘 オス・カリオカス
13 黒いオルフェのテーマ ジョー・ヘンダーソン
14 サンバ・トリスチ ジャッキー・アンド・ロイ
15 メニナ・モサ スタン・ゲッツ
16 波 アントニオ・カルロス・ジョビン
1 ホワイト･クリスマス ビング・クロスビー
2 レット・イット・スノウ エラ・フィッツジェラルド
3 白銀の世界 エンゲルベルト・フンパーディンク
4 メリー・リトル・クリスマス ジュディ・ガーランド
5 クリスマス・ソング メル・トーメ
6 ウィンター・ワンダーランド コニー･フランシス
7 ア・ホーリー・ジョリー・クリスマス パール・アイヴス
8 サンタが街にやってくる パティ・ペイジ
9 クリスマスには家に帰ろう プラターズ
10 ファースト･クリスマス コニー･フランシス
11 アン・オールド・ファッションド・クリスマス スタトラー・ズラザーズ
12 クリスマス・イヴ ビリー・エクスタイン
13 アイ・ハード・ザ・ベルズ・オン・クリスマス・デイ パール・アイヴス
14 そりすべり エラ・フィッツジェラルド
15 クリスマス・イズ・ヒア・トゥ・ステイ ビング・クロスビー
16 きよしこの夜 ダイナ・ワシントン

Christmas Classics

Bossa Nova

90's Love Songs

80's Rock



1 カノン　ニ長調 パッヘルベル
2 セレナード第13番「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」 モーツァルト
3 ピアノ・ソナタ第14番　嬰ハ短調「月光」～第１楽章 ベートーヴェン
4 管弦楽組曲第3番　ニ長調～第3楽章　アリア Ｊ．Ｓ．バッハ
5 ピアノ協奏曲　イ短調～第2楽章 グリーグ
6 交響曲第5番　嬰ハ短調～第4楽章　アダージェット マーラー
7 ロマンス第2番　ヘ長調 ベートーヴェン
8 24の前奏曲～第15番「雨だれ」 ショパン
9 歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」～前奏曲 マスカーニ
10 「ベルガマスク」組曲～「月の光」 ドビュッシー
11 交響曲第40番　ト短調～第1楽章 モーツァルト
12 歌劇「ホフマン物語」～舟歌 オッフェンバック
1 ピアノ・ソナタ第8番　ハ短調　「悲愴」～第2楽章 ベートーヴェン
2 ３つの歌　～夢のあとに フォーレ
3 ヴァイオリン協奏曲第1番　～第2楽章 ブルッフ
4 「愛の夢」～3つの夜想曲～第3番　変イ長調 リスト
5 亡き王女のためのパヴァーヌ ラヴェル
6 交響組曲「シェエラザード」～第3楽章「王子と王女」 リムスキー＝コルサコフ
7 クラリネット協奏曲～第2楽章 モーツァルト
8 バラード第1番　ト短調 ショパン
9 ２つのヴァイオリンのための協奏曲　ニ短調～第２楽章 バッハ
10 弦楽四重奏曲第1番～第2楽章アンダンテ・カンタービレ チャイコフスキー
11 １４の歌曲～ヴォカリーズ ラフマニノフ
1 セックス・マシーン ジェームス・ブラウン
2 カー・ウォッシュ ローズ・ロイシュ
3 タイトなあの子 コン・ファンク・シャン
4 ブリック・ハウス コモドアーズ
5 ディス・ウェイ テルマ・ヒューストン
6 シェイク・ユア・グルーヴ・シング ピーチズ＆ハーブ
7 レディース･ナイト クール＆ザ・ギャング
8 スーパー・フリーク リック・ジェームス
9 ファイアー オハイオ・プレイヤーズ
10 ゲット・ダウン ジーン・チャンドラー
11 ハッスル ヴァン・マッコイ
12 ハング・オン・イン・ゼア・ベイビー ジョニー・ブリストル
13 レッツ・スタート・ザ・ダンス ハミルトン・ボハノン
14 コンタクト エドウィン・スター
15 恋のナイトライフ アリシア・ブリッジズ
16 愛のコリーダ クインシー・ジョーンズ
1 レッツ・ゲット・イット・オン マーヴィン・ゲイ
2 ノー・マター・ホワット ボーイゾーン
3 アヴェ・マリア アーロン・ネヴィル
4 ハロー ライオネル・リッチー
5 グッバイ・イエロー・ブリックロード エルトン・ジョン
6 ウィズアウト・ア・ウーマン ズッケロ＆ポール・ヤング
7 オーシャン・ドライヴ ライトハウス・ファミリー
8 恋人は何処に ミーシャ・パリス
9 ビーイング・ウィズ・ユー スモーキー・ロビンソン
10 恋の面影 ダスティ・スプリングフィールド
11 祈り スタイリスティックス
12 愛はかげろうのように シャーリーン
13 ベイブ スティクス
14 愛にすべてを ウェット・ウェット・ウェット
15 二人と海 タンバ4
1 ラウンド・ミッドナイト メル・トーメ
2 ミスティ サラ・ヴォーン
3 ヴァーモントの月 エラ・フィッツジェラルド＆ルイ・アームストロング
4 ホエア・アー・ユー ベン・ウェブスター、オスカー・ピーターソン
5 マイ・ファニー・ヴァレンタイン トゥーツ・シールマンス
6 オー・ユー・クレイジー・ムーン ウェス・モンゴメリー
7 イフ・ザ・ムーン・ターンズ・グリーン ビリー・ホリデイ
8 ハウ・インセンシティヴ オスカー・ピーターソン
9 ライク・サムワン・イン・ラヴ ブロッサム・ディアリー
10 バット・ビューティフル スタン・ゲッツ
11 いそしぎ デクスター・ゴートン
12 ウィー・スモール・アワーズ ジェリー・マリガン
13 イフ・ユー・クッド・シー・ミー・ナウ ビル・エヴァンス
14 月に願いを ジョージ・シアリング＆ドロシー・パーカー
15 ムーンライト・ビカムズ・ユー タル・ファーロウ
16 ザ・パーティーズ・オーヴァー アニタ・オデイ

Classic Romance

Classic Relaxation

Jazz 'Round Midnight

Evening Moods

Disco Nights



1 マイ・ベイビー・ジャスト・ケアズ・フォー・ミー ニーナ・シモン
2 いつもさよならを エラ・フィッツジェラルド
3 ブルー・ムーン カーメン・マクレエ
4 縁は異なもの ダイナ・ワシントン
5 アイ・ジャスト・ファウンド・アウト・アバウト・ラヴ シャーリー・ホーン
6 アイ・ドント・ノウ・イナッフ・アバウト・ユー ペギー・リー
7 ラヴ・ミー・オア・リーヴ・ミー ニーナ・シモン
8 ヴァーモントの月 ビリー・ホリデイ
9 マンハッタン ブロッサム・ディアリー
10 マイ・ファニー・ヴァレンタイン サラ・ヴォーン
11 テンダリー アニタ・オデイ
12 メイキン・ウーピー ダイナ・ワシントン
13 ストーミー・ウェザー ビリー・ホリデイ
14 ベイビー・エイント・アイ・グッド・トゥ・ユー ヘレン・メリル
15 ジャスト・ワン・オブ・ゾーズ・シングス ローラ・フィジィ
16 オー・レディ・ビー・グッド エラ・フィッツジェラルド
1 イパネマの少年 サラ・ヴォーン
2 デサフィナード スタン・ゲッツ
3 テキーラ ウェス・モンゴメリー
4 ベサメ・ムーチョ ローラ・フィジィ
5 アット・ザ・クロスロード メル・トーメ
6 ワン・ノート・サンバ クインシー・ジョーンズ
7 マシュ・ケ・ナダ ディジー・ガレスピー
8 マンテカ チコ・オファリル
9 マンボ・イン ジョージ・シアリング
10 トリスチ オスカー・ピーターソン
11 カーニヴァルの朝 ジェリー・マリガン
12 バイーア ハービー・マン
13 マンボ・ナイツ エロール・ガーナー
14 バトゥカーダ タンバ・トリオ
15 マイ・シップ カル・ジェイダー
1 アイ・ミス・ユー blink-182
2 ハイヤー・ラヴ スティーヴ・ウインウッド
3 アイ・ソー・ヒム・スタンディング・ゼア ティファニー
4 恋におぼれて ロバート・パーマー
5 シー・メイクス・マイ・デイ ロバート・パーマー
6 ザ･ロング・グッバイ ローナン・キーティング
7 ハンドバッグと外出着 ロッド・スチュアート
8 サムシング・チェンジド パルプ
9 エヴリシング インエクセス
10 ドライヴィング・ウィズ・ザ・ブレイクス・オン デラミトリ
11 イフ・ユーアー・シンキング・オブ・ミー ドッジー
12 オン・アンド・オン ロング･ピッグス
13 ファースト・タイム ロビン・べック
14 キス・ザ・レイン ビリー・マイヤーズ
15 ストップ サム・ブラウン
1 愛は沈黙の中に ローナン・キーティング
2 ルック・オブ・ラヴ クロディーヌ・ロンジェ
3 シー エルヴィス・コステロ
4 愛にすべてを ウェット・ウェット・ウェット
5 マイ・ガール テンプテーションズ
6 ストップ・ルック・リスン ダイアナ・ロス＆マーヴィン・ゲイ
7 ふられた気持 ライチャス・ブラザース
8 愛のゆくえ ヴァネッサ・ウィリアムス
9 愛はかげろうのように シャーリーン
10 ドリーム・ア・リトル・ドリーム ビューティフル・サウス
11 プリチャー・マン ダスティ・スプリングフィールド
12 恋と涙の１７才 レスリー・ゴーア
13 アイ・キャント・ハヴ・ユー イヴォンヌ・エリマン
14 トライ・ア・リトル・テンダネス ザ・コミットメンツ
15 消されたライセンス グラディス・ナイト
1 交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」序奏 R.シュトラウス
2 歌劇《カヴァレリア・ルスティカーナ》　間奏曲 マスカーニ
3 わたしのお父さん[歌劇《ジャンニ・スキッキ》より] プッチーニ
4 ワルキューレの騎行[楽劇《ワルキューレ》より] ワーグナー
5 ヴァイオリン協奏曲第2番第2楽章-アダージョ J.S.バッハ
6 交響曲第5番嬰ハ短調第4楽章　アダージェット マーラー
7 間奏曲舟歌[歌劇《ホフマン物語》より] オッフェンバック
8 レクイエム 怒りの日 モーツァルト
9 パガニーニの主題による狂詩曲 第18変奏 ラフマニノフ
10 情景[バレエ組曲《白鳥の湖》より] チャイコフスキー
11 クラリネット協奏曲イ長調第2楽章-アダージョ モーツァルト
12 ピアノ・ソナタ第8番[悲愴」第2楽章-アダージョ・カンタービレ ベートーヴェン
13 歌劇《運命の力》序曲 ヴェルディ

Movie Classics

Movie Ballads

Love Rocks!

Latin Jazz

Jazz Divas



1 女心の歌[歌劇《リゴレット》より] ヴェルディ
2 乾杯の歌[歌劇《椿姫》より] ヴェルディ
3 ある晴れた日に[歌劇《蝶々夫人》より] プッチーニ
4 冷たい手を[歌劇《ラ・ボエーム》より] プッチーニ
5 ハバネラ（恋は野の鳥）[歌劇《カルメン》より] ビゼー
6 愛の神様-こちらへ、かわいいスザンナ(第2幕10曲目）[歌劇《フィガロの結婚》より] モーツァルト
7 行け、わが想いよ、金色の翼にのって[歌劇《ナブッコ》より] ヴェルディ
8 慕わしき人の名は[歌劇《リゴレット》より] ヴェルディ
9 風よ穏やかなれ(第1幕第2場）[歌劇《コジ・ファン・トゥッテ》より] モーツァルト
10 エジプトに栄光あれ（第2幕）[歌劇《アイーダ》より] ヴェルディ
11 歌に生き、恋に生き[歌劇《トスカ》より] プッチーニ
12 私の愛しい人を慰めて[歌劇《ドン・ジョヴァンニ》より] モーツァルト
13 あなたの声に心は開く[歌劇《サムソンとデリラ》より] サン＝サンーンス
14 鍛冶屋の合唱[歌劇《イル・トロヴァトーレ》より] ヴェルディ
15 恋とはどんなものかしら-すばらしいこと、なんていい声![歌劇《フィガロの結婚》より] モーツァルト
16 闘牛士の歌[歌劇《カルメン》より] ビゼー
1 マドリッド マーク・アントワン
2 ザ・ルック・オブ・ラヴ ジェラルド・アルブライト
3 ソング・フォー・マイ・ブラザー ジョージ・ベンソン
4 ラヴ・チャンス パティ・オースチン
5 ミニット・バイ・ミニット ラリー・カールトン
6 それが愛というものだから ノーマン・ブラウン
7 ラヴ・イズ・ザ・カラー インコグニート
8 オール・オア・ナッシング・アット・オール アル・ジャロウ
9 ワン・フォ－・ザ・ロ－ド アコースティック・アルケミー
10 ドライヴ・タイム デヴィッド・ベノワ
11 イレジスティブル・ブリス クリス・ボッティ
12 ソルフ・フル・キス ラッセル・マローン
13 ドリーム・ア・リトル・ドリーム ローラ・フィジィ
14 ペタルズ・オン・ユア・パース ナイト・アーク
15 サニー・サイド・アップ フレディ・ラベル
16 ディス・イズ・ラヴ リー・リトナー
1 リトル・クリスマス・ツリー マイケル・ジャクソン
2 クリスマス･ソング スティーヴィー･ワンダー
3 アイ・ウォント・トゥ・カム・ホーム・フォー・クリスマス マーヴィン・ゲイ
4 サンタが街にやってくる ダイアナ・ロス＆シュープリームス
5 ゴッド･レスト・イ・メリー・ジェントルメン スモーキー・ロビンソン＆ザ・ミラクルズ
6 赤鼻のトナカイ テンプテーションズ
7 メリー･リトル･クリスマス ヴァネッサ・ウィリアムス
8 フロスティ・ザ・スノウマン ジャクソン5
9 マイ・フェイヴァリット・シングス ダイアナ・ロス
10 メリー･クリスマス・ベイビー ジェームス・ブラウン
11 ジングル・ベル スモーキー・ロビンソン＆ザ・ミラクルズ
12 リトル・ドラマー・ボーイ ジャクソン5
13 ウィンター・ワンダーランド プラターズ
14 ホワイト･クリスマス アーロン･ネヴィル
15 サイレント・ナイト テンプテーションズ
16 アヴェ・マリア スティーヴィー･ワンダー
1 二人の世界 ティファニー
2 愛はかげろうのように シャーリーン
3 ゲット・ヒア オリータ・アダムス
4 セイブ・ザ・ベスト・フォー・ラスト ヴァネッサ・ウイリアムス
5 マイ・ワン・テンプテーション ミーシャ・パリス
6 アイ・キャント・ハヴ・ユー イヴォンヌ・エリマン
7 タッチ・ミー キャシー・デニス
8 ラヴァー・イン・ミー シーナ・イーストン
9 ザ・パーフェクト・イヤー ディナ・キャロル
10 クレイジー パッツィー・クライン
11 この胸のときめきを ダスティ・スプリングフィールド
12 燃える恋心 ステファニー・ミルズ
13 ウィアー・オール・アローン リタ・クーリッジ
14 ラヴ・アンド・アフェクション ジョーン・アーマトレイディング
15 ひとりぼっちの夜 グラディス・ナイト＆ザ・ピップス

Women In Love

Soul Christmas

Smooth Grooves

Opera Favourites


