Song ID Song Title
412111 あ な た
アウメマり
412189 アウメマ
りヤ
412110 アカシヤの
アカシヤの雨がやむとき
412468 アキラの
アキラの会津磐梯山
あきらめた无情
无情の
412475 あきらめた
无情
の人よ
412472 あきらめます
あきらめます贵方
贵方よ
贵方よ
412219 あきりめて
412473 あなただけ
412218 あなただけを
412469 あなたに逢
あなたに逢いたい
412477 あなたゆえに
412216 あの
あの丘越
丘越えて
丘越えて
412201 あめにさくはな
412188 アリラン
412109 アンコ
アンコ椿
椿は恋の花
412217 あん时
あん时やどしや降
やどしや降り
いい汤
412227 いい
汤だな
412220 イエイライシヤン
412155 いたこがさ
412027 いたわり
412106 いつでも
いつでも梦
梦を
412225 いとしあの星
いとしあの星
いとしのエリ
エリ-412105 いとしの
エリ
412470 イヤサカ サツサ
412104 イヨマンテの
イヨマンテの夜
おさラ
412258 おさ
ラば东京
412147 おしどり
おしどり人生
人生
412163 おしどり道中
おしどり道中
おしんの子守呗
412259 おしんの
子守呗
412100 おひまなら
おひまなら来
来てね
412150 おふくろさん
412261 おまえとふたり
412260 おまえに
412252 おもいで酒
おもいで酒
412125 おゆき
Cali Karaoke

Artist/Lyric
小板明子

もしもわたしが いえをたてたなら...
しろくかがやく はなよめい うに...
藤原秀行

アカシヤの あめにうたれて このまま...
う う

う う いやいやおはら うすけさなでかい...

わかれてさんねんめ そのままみえず...
にげたのはあなたよ れたしのつみぢせない...
おもへばつらい こいでした はかなくきえた...
かぜかあめゆめやぶれ はかないひと...
あのとしも みなみのかぜに さそわれて きたよ...
こころのうみを ふゐかゆく...
あなたのなさけには こころであまえてる...
やまのまぎぱの ゆうぐれに かりがとんでる...
およばぬことと あきらめました だけどこいしい...
ありらんありらん あらりよ ありらんこげる...
市川昭介

みっかおくれの たよりをのせて ふねがゆくゆく...
あのと ど ぶり あめのなか むねをはずませ...
いいゆだないいゆだな ゆげがてん うから...
あわれはるかぜに なげくうぐいすよ...
吉田正

いたこのいたろう ちょっとみなれば...
远藤实一

なんでこんやもか なしげに よっているんだ...
吉田正

ほしよりひそかに あめよりやさしく...
ば がゆくゆく ゆうかぜに あおいやなぎに...
サザンオサザンオ-ルスタルスタ-ズ

なかしたこともある つめたくしてもなお...
ハア かえるツこ ヶヤロヶヤロ なくいなかから...
古关裕而

イヨマンテ もえろかがりび あァまんげつよ...
しぬほどつらい こいにやぶれた このこころ...
久保进一

こんなドあほに ほれたもあほよ だけばうなずく...
阿部武雄

かたぎそだちも かさなるたびに...
つめたいかわを のぼってゆけば ちかくてとほ い...
远藤实

おひまならきてよネ あたしさみしいの しらない...
猪侯公章

おふくろさんよ おふくろさん そらをみあげりゃ...
わたしはふこうぐせ とれないおんなと...
そばにいてくれる だけでいい だまっていても...
むりしてのんれ いけないと かたをやさしく...
弦哲也

もってうまれた さだめまで かえることなど...
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Song ID Song Title
412483 オランダブネ
おりんだ船
412263 おりんだ
船
412256 お久しぶりね
412551 お人形
412254 お别ね公众电话
412121 お前が可爱い
可爱い
412257 お嫁サンバ
412099 お富さん
412253 お座敷小呗
412255 お月さん今晚
さん今晚は
今晚は
百度こいさん
412262 お百度
こいさん
412094 かえり
かえり船
船
412039 ガキの
ガキの顷のように
412028 カナダカらの
カナダカらの手纸
らの手纸
412143 ガラス
ガラスの
の林檎
412301 かりそめの恋
かりそめの恋
キツスは
412304 キツス
は目にして
412303 ギナ
ギナ--を持った渡
った渡り岛
412323 くちなしの花
くちなしの花
グラスの
412490 グラス
の面影
412319 ぐんか
ぐんかマ
マ-チ
412186 ぐんかん阝
ぐんかん阝-チ
412088 ゲイシャワルツ
412019 こいさんの
こいさんのラブコ
ラブコラブコ-ル
412561 こいさんのラブコ
こいさんのラブコラブコ-ル
ここに幸
412274 ここに
幸あり
412087 この
この世
世の花
412038 この恋
この恋おいらの からまわり
この道
412273 この
道を行く
412098 こんにちは
こんにちは赤
赤ちゃん
412289 さざんかの宿
さざんかの宿
さだめ川
412290 さだめ
川
412145 さだめ
さだめ花
花
412282 サチコ
さよならルンバ
412160 さよなら
ルンバ
Cali Karaoke

Artist/Lyric
べニノハナチ ル イシダタミ キヨウモナガサキ...
べにのはなちる いしだたみ うもながさき...
おひさしぶりね あなたにあうなんて...
しんじゅくとうきょう 的夜街路...
なにもいわずに このままそつと さ にのろうと...
大野弘也

ひとつしかない ハンカモひろげ あたまにのせて...
こいする おんなはきれいさ けしておせいじ ...
渡久地政信

いきなくろべい みこしのまつに あだなすがたの...
ふじのたかねに ふるゆきも うとぽんと に...
こんなさみしい いなかのむらで わかいこころを...
あきらめきれない このねがい ないてせんばの...
仓若晴生

なみのせのせに ゆられてゆれて つきのしおじの...
堀内孝雄

もうすこしときが すぎるまで おまえのむねで...
平尾昌晃

ラブレタフロム カナダ もしもあなたが...
细野晴臣

あおざめたつきがひ がしからのぼるわ...
よるのぎんざは なないろネオン だれにあげよか...
わなわな わなにおちそう ゆうわくのこい...
あかいゆうひよ もえおちて うみをながれて...
いまではゆびわも まわるぼど やせてやつれた...
すきでのんださけは のむほどにがい...
まもるもせむるも くろがねの うかべるしろぞ...
まもるもせむるも くろがねの うかべるしろぞ...
古贺政男

あなたのリ ドで しまだもゆれる チ クダンスの...
大野正雄

なんでなきはる ないてはる おもいでの...
大野正雄

なんでなきはる ないてはる おもいでの...
あらしもふけば あめもふる おんなのみちよ...
丌城目正

あかくさくはな あおいはな このよにさくはな...
Chage&aska

もどっていいよ つよがりじゃない...
だれもおしえた わけ ない すきでえらんだ...
中村八大

こんにちはあかちゃん あなたのえがお...
くもりガラスを てでふいて あなたあしたが...
あしたのゆくえ さがしても このめにみえぬ...
竹田乔

いのちかけても そえないひとと しっていながら...
くらいさかばの かたすみで おれはおまえを...
仁木他喜雄

このまま おわかれしましょう あなたの...
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412141 さよなら港
さよなら港
サヨンの
412283 サヨン
の钟
412281 サヲをり
サヲをり港
をり港
マミ-412085 サン トワ マミ
412311 ざんざらざんにさりげな
412083 シクラメン
シクラメンのかほり
のかほり
412502 ジプシジプシ412505 シヤネルズ
412082 ジョニイ
ジョニイへの
への传信
への传信
412037 シルエット踊
シルエット踊れない
412084 じれったい
412500 しろいぼたん
412036 シングルアゲイン
412074 せんせい
412184 たった
たった一人
一人の
一人の人でした
412506 だめよだめよ412336 ダンシダオルナイト
412360 チエツチエツチエツ
412136 チャンチキおけさ
チャンチキおけさ
412052 つじない
412071 てんとう
てんとう虫
虫のサンバ
412050 と ん ぼ
412123 どうぞこのまま
412537 どつちみち
どつちみち人生
人生
412367 とまりホ
とまりホ
とまり木
412149 とまり
木
412368 ドラガ
ドラガ响
响けば
412148 トラジ
なみだの操
412030 なみだの
操
412062 バラ
バラがさいた
がさいた
412403 バラ色
バラ色に二人
412412 はるみ
412516 ひとつの
ひとつのトランク
トランク
412517 ひとつの指环
ひとつの指环
ひとり旅
412416 ひとり
旅
Cali Karaoke

Artist/Lyric
市川昭介

わすれちゃいやよ またきてね かけてさんばしヨ...
あらしふきまく みねふもで ながれあやふき...
いかりをあげて ふねは はなれてゆくよ...
S-adamo

ふたりのこいは おわったのねェ ゆるしてさえ...
さめたしぐさで あつくみろ なみだのこ...
小椋佳

まわたいろした シクラメンほど...
きまぐれなら もつとあまく うりをください...
コハクツツヲ シタ クヒスジニ オレノイニミ ルノ...
都仓俊一

ジョニイがきたなら つたえてよ...
うきよえや モデトリアニの Girl たきしめて...
安全地带

わからずやの ぬれたくちびるで しにたいはど...
ぼたんのはなが さきました よつるにぬれて...
あなたをつれさる あのひとのかげに...
远藤实

あわいはつこい きえたひは あめがしとしと...
たった一人の 人だった あの人思えば この胸が...
だめよなみだを ながすのは すきだとこなど...
あまいとき はずむこころ ひとよの...
わすれ いなと かぜがふく あきらめ いなと...
长津义司

つきがわびしい ろじうらの やたいの さけの...
まどににしびが あたるへやは いつもあなたの...
马饲野俊

あなたとわたしが ゆめのくに もりのちいさな...
长浏刚

コッコッと アスファルトにきざむ あしおとを...
丸山圭子

この たしかなじかんだけが いまの...
苦劳背负うも 生きる道 乐に步くも 生きる道...
そほふるあめなら ふせげるけれど...
たきのえいじ

そぽふるあめなら ふせげるけれと...
ひぐれぶねがでる おもえはめがくらむ...
トラジトラジしろ トラジ かわい...
彩木雅夫

あなたの ために まもり とおした おんなの...
滨口库之助

バラがさいたバラがさいた まっかなバラが...
バラいろによるが まつかにもえている...
あやつてきました ほつかいどうへ ほれてい こそ...
ひとつのトランク さげてふにさとへ...
つきかげおぼろ すがたがみえぬ わかれのあのひ...
みしらぬまちのふるい いざけやで し...
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412414 ひとり酒
ひとり酒
ひとり酒场
酒场で
412415 ひとり
酒场
で
412532 ふたりの春
ふたりの春
412061 ふたり酒
ふたり酒
ブル--シヤトウ
412387 ブル
412060 ブル
ブル--ライトヨコハマ
412518 ほこソ
ほこソが目に着く
また逢
412520 また
逢う日まで
412425 まどろすの
まどろすの哀愁
哀愁
412043 マンハッタン キス
412429 みちづれ
412056 みちのくひとり
みちのくひとり旅
旅
412430 みれん山卡
みれん山卡
412418 メサメムチヨ
412173 もう
もう一度逢
一度逢いたい
一度逢いたい
412419 もしかして
もっと强
412166 もっと
强く 抱きしめたなら
412459 やくざぐらしは
412174 ヤツトン节
ヤツトン节
やるせなき心
412523 やるせなき
心
412540 よこはまたそがれ
412177 ラヴ イズ オオ-ヴアヴア412453 ラノウイア
412454 ラブユ
ラブユ--东京
412117 リンゴの
リンゴの呗
リンゴ追分
412455 リンゴ
追分
412118 りんどう
りんどう峙
峙
412116 ロ - ド
わたしの城下町
412115 わたしの
城下町
412221 一杯
一杯の
のコ-ヒ-カら
412481 一杯行こつ
一杯行こつ
万里の
412514 万里
の河
412229 上を向いて步
いて步こウ
412342 上海の
上海の町角で
町角で
上海の
花卖り
412569 上海
の花卖
り娘
Cali Karaoke

Artist/Lyric
だめ ないかと しかってくれる やさしいことばが...
ひろいとう うに ただひとり ないているよな...
なにもいらない あなたが欲しい いのち重ねて...
弦哲也

いきてゆくのが つらいひは おまえとさけが...
もりといずみに かこまれて しずかにねむる...
筒美京平

まちのあかりが とてもきれいねヨコハマ ブル...
ふるさとのうた うたつてみたら...
ツアイフエイ さよなら わかれがつィい...
たのりいきない でぶねのけむり こころにしみる...
Don't disturb とざされた ドアのなかだけが...
みずにただよう うきぐさに おなじさだめと...
三岛大辅

ここでいっしょに しねたらいいと...
おもいきるきで とうげをまた またもきそうな...
メサメメサメムチヨウ もゆるくちづけ...
あんなおとこと いいながら Ⅳうもきました...
もしかしてもしかして わたしのほかにも だれか...
すこしだけ つめたいかぜがふく...
やくざくらしは いばらみち なぜにこのみちへ...
おさけのむな さけのむなの ごいけんなれ ど...
こ いしあなたが さつてからは いくとせすぎても...
よこはま たそがれ ほてるの小部屋...
ラヴイズオ ゥア かなしいけれど おわりにしよう...
しろくかがやく はなよめい うに...
なないろのにじが きえてしまったの...
丌城目正

あかいリンゴに くちびるよせて...
りんごのはなびらが かぜにちったよな...
古贺政男

りんりんりんどうの はなさくころサ...
虎舞

ちょうどいちねんまえに このみちをとおったよる...
平尾昌晃

こうしどをくぐりぬけ みあげる...
いっぱいのコヒから ゆめのはなさく こともある...
とけたなかだ えんりよはいらぬ こよりたのしく...
とおくとお くとだまともとおく ながれるかわで...
うえをむいて あるこうなみだが...
リラのはなちる キセしでおうて こよいわかれる...
あかいランタン ほのかにゆれる よ...
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りの莉露
莉露
412343 上海归りの
上海归りの
下町の
412079 下町
の太阳
412452 与作
412326 世界は
世界は二人のために
二人のために
世界中の
412073 世界中
の谁よりきっと
412140 丘を越えて
412034 东京アンナ
东京アンナ
东京キッド
412069 东京
キッド
412369 东京
东京セレナ
セレナセレナ-デ
412068 东京ナイトクラブ
东京ナイトクラブ
东京の
バスガ--ル
412070 东京
のバスガ
412138 东京
东京の
の花うり娘
うり娘
412153 东京ブル
东京ブルブル-ス
412370 东京プル
东京プルプル-ス
412026 东京
东京ラプンティ
ラプンティ
412371 东京悲歌
412553 东京音头
412374 中の岛ブルブル-ス
412345 中国之夜
412358 中国探戈
412235 乙女
乙女の
の泪
412234 乙女の
乙女の首途
九段の
412047 九段
の母
412321 九段
九段の
の母
412521 乱れゐ心
412179 乾杯(かん ぱぃ)
ぱぃ)
412389 二人
二人でお
でお酒
でお酒を
412131 二人の
二人の世界
二人は
412165 二人
は若い
412081 人生
人生いろいろ
いろいろ
412080 人生の
人生の并木路
人生三昧
412538 人生
三昧
412340 人生今日
人生今日れ
れ
412058 仆は泣いちっち
今夜の
412271 今夜
の星は灿めく
Cali Karaoke

Artist/Lyric
ふねをみつめていた はまのキセバレにいた...
江口浩司

したまちのそらに かがやくたいようは...
よさくはきをきる へイへイホへイへイホ...
あいあなたとふたり はなあなたとふたり...
织田哲郎

まぶしいきせつが きんいろにまちを...
古贺政男

おかをこえてゆこうよ ますみのそらはほがらかに...
渡久地政信

ライトのにじを ふみながら ぎんざのよるを...
うたもたのしや とうきょうキッド...
あおいランプに よはふけて カテンひくての...
吉田正

なぜなくの まつげがぬれてる すきになったの...
上原げんと
上原げんと

わかいきぼうも こいもある ビルのまちから...
上原げんと
上原げんと

あおいめをふく やなぎのつじに はなをめしませ...
藤原秀行

ないたおんなが バカなのか だましたおとこが...
ないたおんなが バカなのか だましたおとこが...
古贺政男

はなさきはなちるよいも ぎんさのやなぎのしたで...
まぶたとじれば まぶたにうかぶ おもいでかなし...
哈哈饮烧酒 饮麻西真爽快 烧酒搁再杆来...
あかいネオンに みをまかせ もえてはなさく...
しなのよる しなのよるよ みなどのあかり...
いなタンゴ ゆめのうた べにの うちん らゆらと...
あめふるまちかど はじめてあつた...
くろかみながく ゆめおおき おとめとうまれ...
能代八郎

うえのえきから くだんまで かってしらない...
うえのえきから くだんまで かつてしらない...
ふねぷるごろ みられるこころ なみだをこらえ...
だから いったじゃない あいしちゃだめって...
うらみこなして わかれま うね さらりとみずに...
鹤冈雅义

きみの よこがお すてき だぜ すねた そのめが...
古贺政男

あなたとよべば あなたとこたえる...
滨口库之助

しんでしまおうなんて なやんだりしたわ...
古贺政男

なくないもとよ いもとよなくな なけばおさない...
泣いて渡るも 笑ってゆくも こころの持ち方...
ないていきてる ひともいる わらつていきてる...
滨口库之助

ぼくのこいびと とうきょうへいっちっち...
きのうきのうのほし ながれぼし...
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412493 今夜も
今夜も雨だてた
今日は
412270 今日
は人生
412479 伊豆の
伊豆の佐太郎
412051 传わりますか
412183 俺は山暮し
412096 俺は待ってるぜ
ってるぜ
412248 俺は淋しいんだ
东京て
412247 俺ラ东京
て来たけねど
412181 兄弟仁义
412539 兄弟船
兄弟船
函馆の
412031 函馆
の女
412187 分 自由
412009 分 自由
412408 初めての出航
めての出航
412406 初恋ワルツ
412574 别の波止场
波止场
れても好
きな人
412465 别れても
好きな
人
412528 别れにお酒
れにお酒饮みましよう
412462 别れのタンゴ
れのタンゴ
れのブル
ブル--ス
412164 别れの
ブル
412114 别れの一
れの一本杉
412463 别れの入
れの入场卷
れの波止
波止场
412464 别れの
波止
场
412461 别离
412327 前战たより
412302 勘太郎月夜呗
412535 北の宿から
412126 北へ妇ろう
412021 北国の春
412545 北空
北空港
港
412552 北酒场
十代の
412344 十代
の恋あさようなら
412357 千曲
千曲川
川
412510 南国の花
国卖花姑
412185 南国卖花
姑娘
Cali Karaoke

Artist/Lyric
あなたもわたしも まちがつていない...
ないていきてる ひともいる わらつていきてる...
こ うみたさ にもどちてくれば はゐのいずかは...
Chage&aska

あわいべにを かるくのせて おもいでおえば...
にしヘナ にしヘゆくとりゃ ソレホロナゼニ...
上原贤六

きりがながれて むせぶよなはとば...
あかいひあおいひ ともるまちかどに...
おもいだしたら あのほしみてさ...
おやのちをひく きょうだいよりも...
波の谷间に 命の花が ふたつ并んで さいている...
岛津伸男

はるばる きたぜはこだてへ さかまく...
生翼个分 去飞 生脚个分 去走 会泅个分 去泅...
生翼个分 去飞 生脚个分 去走 会泅个分 去泅...
うはうれしい つこうび うみはおとこの...
たつたひとこと アイラブユ いえぬこころの...
そんなにゆきたきゃ なくだけおなき...
わかれたひとに あつた わかれたしぶやで あつた...
さようなら なかないであなた しばしのわかれ...
わかれのことばは こさめのはなか...
服部良

まどをあければ みなとがみえる...
船村彻

なけたなけた こらえきれずに なけたっけ...
ひとめあいたい それたけで いきをはずませ...
そんなになきた なくだけおなき あとでえがおに...
こいがおわって かもめがないた ゆうひしずんで...
しまのばななが たべたいと わかいせんいう...
かげかやなぎ かかんたろさんか いなはなな...
あなた变わりは ないですか 日每寒さが...
德久广司

きたへかえろう おもいでたいて きたへかえろう...
远藤实

しらかばあおぞら みなみかぜ...
よるのさっぽろ あなたにあえて...
你甲我 来到这条爱的小路 我甲你...
すきでならない ひとなれど わかれてひとり...
みずのながれに はなびらを そっとうかべて...
だ れもこらない みなみのはてに な が れながれて...
春天的早起生活来所致 缥致的姑娘青春好年纪...
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Song ID Song Title
412379 南国土佐を
土佐を后にして
ンドンの
412458 口ンドン
の町角
412093 君がいない
412092 君がいるだけで
こそわガ
412308 君こそわ
ガ命
412129 君こそわが命
こそわが命
412309 君といっまでも
412557 君といつまでも
412015 君といつまでも
412306 君な思わざぬ
わざぬ
412307 君な慕いて
412033 君の名は
412025 君恋し
412305 君恋し
412013 听 泉
412555 听 泉
412480 命あたえて
412103 命くれない
412222 命燃やして
命燃やして
哀愁の
412207 哀愁
の町に雾が降る
412206 哀愁
哀愁の
の驶
412170 哀愁列车
哀愁列车
412337 唯ひとでと
412063 啼くな小
くな小鸠よ
412130 喜いたくて逢
いたくて逢いたくて
412568 嘘じゃないんだ
412139 国境の町
412275 国际线待合室
412324 圣夜
412489 坚い誓い
412048 夏をあきらめて
夕烧けの
けの歌
412562 夕烧
けの
歌
412020 夕烧
夕烧けの
けの歌
けの歌
412439 夕烧け
夕烧け云
夕烧け
412175 夕烧
け小烧け
Cali Karaoke

Artist/Lyric
なんごくどさを あとにして みやこへきてから...
きりふかき まちからまちへ てむすの...
きみがいない あのころのふたりも いまはいない...
米米club
米米club

たとえばきみがいるだけで...
あなたをほんとは さがしてた よごれよごれて...
公章

あなたをほんとはさ がしてた よごれよごれて...
ふたりをゆやみが つつむこのまどべに...
弹厚作

ふたりをゆやみが つつむ このまどべに あしたも...
弹厚作

ふたりをゆやみが つつむ このまどべに あしたも...
にげたのはあなたよ わたしのつみぢせない...
こころにしたうひと わたしからはなれて...
古关裕而

きみのなはと だずねしひとあり そのひとの...
よいやみせまれば なやみははてなし...
よいやみせまれば なやみははてなし...
潺潺的水儿流呀流不停 串串的轻响呀数不尽...
潺潺的水儿流呀流不停 串串的轻响呀数不尽...
はなれていました ながいこと おんなひとりぬ...
北原じゅん
北原じゅん

うまれるまえから むすばれていた...
もやせばかみのような いのちなら...
ひぐれがあおいひ つけてゆく よいの うじろ...
なみだあふれる よぎ のまどに これをさいごと...
谦田俊与

ほれてほれて ほれていながらゆくおれに...
ただひとごと いいたいこと わたしのこころ...
饭田二郎

なくなこばとよ こころのつまよ...
宫川泰

あいしたひと はあなただけ わかっているのに...
うそじゃないんだ おとこのこころ...
阿部武雄

そりのすずさえ さびしくひびく...
あおいランプの ゆうどうろ なぜかこんやは...
きよしこのよる ほしはひかり すくいのみこは...
かけたちかいは どわにかわらぬと...
なみおとがひびけば あまぐもがちかづく...
马饲野康二

あばよとこのてもふらずに...
马饲野康二

あばよとこのてもふらずに...
ゆぅやけぐもに さそわれて わかれのはしを...
ゆうやけこやけで ひがくれて やまのおてらの...
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Song ID Song Title
412526 夜更けの路灯
けの路灯
412450 夜空よそら
412161 夜雾のブルブル-ス
412158 夜雾の第二国道
雾第二国道
412451 夜雾第
二国道
412237 大利根
大利根月夜呗
月夜呗
412236 大川流レ
大阪しぐれ
412238 大阪
しぐれ
412108 天城越え
城越え
412533 夫妇しぐれ
夫妇しぐれ
412536 夫妇善哉
412388 夫妇
夫妇春
春秋
412504 失败は
失败は成功のもと
成功のもと
412095 奥飞 慕情
412249 奥飞弹慕
奥飞弹慕情
情
412541 女のきもち
412242 女のためいき
412023 女のみち
412124 女の十字路
412546 女の意地
412239 女の操
412240 女の波止场
波止场
412244 女の町角
412241 女の道
412484 女は海针
412032 女ひとり
412243 女心
女心は
は港の灯
412573 女系图汤岛
系图汤岛白梅
汤岛白梅
きになった人
412075 好きになった
人
412362 妻恋道中
412434 娘ざかり
412433 娘よ
412192 娘亲渡子
412053 媚せられて
412090 学生街の吃茶店
Cali Karaoke

Artist/Lyric
よぎりまぢは おぼろに みちのあかり...
あのこ どこにいるのやら ほしぞらのつづく...
大久保德二郎

あおいよぎりに ほかげがあかい どうせおいらは...
吉田正

つらいこいなら ネオソのうみへ すててきたのに...
つらいこいなら ネオンのうみへ すててきたのに...
あれをごらんと ゆびさすかたに とねのながれを...
つきはひがしに つきはひがしに ひはにしに...
ひとりで いきてくなんて できないと...
弦哲也

かくしきれない うつりがが いつしかあなたに...
风邪をひくよと 伞さしかけて かばう声さえ...
浮草ぐらしと あなたが笑う 肩に舞うよな...
ついてこいとは いわぬのに だまってあとから...
いちじのしくじり なげくななくなよ...
龙铁也

かぜのうわさに ひとりきて ゆのかこいしい...
かぜのうわさに ひとりきて ゆのかこいしい...
あなたひとりの 女になると 决めて捧げた...
しんでもおまえを はなしはしない...
并木ひろし
并木ひろし

わたしがささげた そのひとに あなただけよと...
兵圭介

だめよそこまで ちかづいちゃ...
こんなにわかれが くるしいものなら...
あなたのために まもりとぅした おんなのみさお...
わかれはしない はなれない しぬほどすきな...
おんなのゆめは すてたけど このこいだけは...
わたしがささげた そのひとに あなただけよと...
ふたりのちかい いつしよになれると...
いずみたく

きょうとおお はらさんぜんいん...
すきなおとこの ぬくもりは ふるさとみたいな...
行到爱河边 月色光微微 想起初恋当时 河边更深静...
市川昭介

さよなら なよなら げんきでいてね...
すいた とぼに みくだりはんを なげてながどす...
おんなのいのちが こいならば おとこのいのちは...
よめにゆくひが こなけ いいと おとこおやなら...
娘亲哪来渡啊子 捱就□按该哪 几多溜来艰哪难...
筒美京平

みなみに むいてるまどをあけ ひとりでみている...
すぎやまこういち

きみとよく このみせにきたものさ わけもなく...
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Song ID Song Title
412190 安奈
宗右衙门町
412328 宗右衙门
町
412449 宵待草
412012 小 薇
412554 小 薇
412119 小指
小指の
の想い出
412223 居酒屋
412420 山の人气者
412017 岛のブルブル-ス
412559 岛のブルブル-ス
412347 岛の恋呗
412076 岛育ち
412226 岩手の和尚さん
和尚さん
412293 岸壁の
岸壁の母
412135 川は流れる
412215 幢れは马车
れは马车に
马车に乘って
412128 幸せはここに
412101 异国の丘
412122 归つてこいよ
って来
412298 归って
来いよ
412299 归れよいと君
れよいと君
412132 归ろかな
412297 影な慕いて
412519 待てど归
てど归らぬ人
412269 心のこり
心爱さようなり
412348 心爱
さようなり
412501 心爱
心爱的
的さようなら
412341 忍ぶ
られぬ
412527 忘られ
ぬ恋
412466 忘れてほしい
412386 怀しの港
しの港
思案桥ブル
ブル--ス
412353 思案桥
ブル
412279 恋ごころ
412142 恋におちて Fall in love
412494 恋の奴隶
Cali Karaoke

Artist/Lyric
おまえのあぃのひはまた もえているかい...
きっときてねと ないていた かわいあのこは...
ほしはあなたの そらのはて こいしおもかげ...
小薇 小薇 你今夜可曾喝醉了 那一夜的温柔...
小薇 小薇 你今夜可曾喝醉了 那一夜的温柔...
玲木淳

あなたがかんだ こゆびがいたい きのうのよるの...
もしもきらいで なかったら なにかいっばい...
やまのにんきもの それはみるくや...
渡久地政信

あまみなちかしゃそて つのかげで...
渡久地政信

あまみなちかしゃそて つのかげで...
わた としごろ くろしおそだち しまのいるえで...
三界稔

あかいそてつの みもうれるころ かなもとしごろ...
おさむこさむ やまからこぞそが おりてきた...
はははきました うもきた このがんべきに ...
樱田诚一

わくらばを きょうもうかべて まちのたに...
はるのば がくる あわいゆめをのせて...
大桥节夫

あきのよはふけて すだくむしのねに...
佐伯孝夫

きょうもくれゆく いこくのおかに...
一代のほる
一代のほる

きつとかえって くるんだと おいわきやまで...
きつとかえって くるんだと おいわきやまで...
やまいくえこえゆけば れすのさくはなのまち...
中村八大

かえろかな かえるの よそかな さみしくて...
まぼろしの かげをしたいて あめにひに...
こころがはずむ こいめのけしよろ...
わたしバカよね おバカさんよね...
ネオンきらめく まつのひは あなたとわかれて...
ネオンきらめく まちのひは あなたとわかれて...
せけんなみな なさけざり だれでもあると...
こころにわすれることと あきらめたのに...
ごめんなさいあなた むかしにもどる...
みなとで たら そのと きは あのなみそのなみ...
ないているような ながさきのまち...
いのちをかけた こいにさえ いまはこわれて...
小林明子

If my wishes can be true Will you change my sighs To...
こいはたの しいのものよ あなたとふたりは...
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Song ID Song Title
412276 恋の季节
412277 恋の曼珠沙华
412278 恋の歌声
412266 恋は红いバラ
412267 恋をするなり
412572 恋人
恋人よ
よ
412280 恋吹雪
しい酒
412296 悲しい
酒
412159 悲しき口笛
しき口笛
412295 悲しき恋
しき恋
412134 惜别のらた
412485 想い出の雨よ
412250 想ラは君ひとり
412014 憧れのハワイ
れのハワイ航路
ハワイ航路
412556 憧れのハワイ
れのハワイ航路
ハワイ航路
412195 或る雨の午后
412392 抱拥
412499 放浪
412359 散りゆく花
りゆく花
新泻ブル
ブル--ス
412402 新泻
ブル
412330 旅の夜风
412168 旅姿三人
姿三人男
412456 旅愁
412575 旅笠道中
412437 无情の
无情の梦
无情念佛
412438 无情
念佛
412413 日暮の河
412467 旭のツ-レロ节
レロ节
には母
のない子
412067 时には
母のない
子のように
412365 时の流れに身
れに身をまかせ
412366 时の过ぎゆくままに
412355 昂すばる
412550 明月赤城山
412435 昔の名前で出ています
れる港町
412400 星ガ流れる
港町
Cali Karaoke

Artist/Lyric
わすれられないの あのひとがすきよ...
おもいかなわぬ ゆめならば なぜにさいたぞ...
ネオンばなうたごえに こころはうかれ...
ぎんのくびかざり むせびなくテナ...
ほのほのように もえようよ こいをするなら...
かれはちる ゆうぐれは くるひのさむさを...
あなたがあびる ゆのおとが せせらきみたいに...
ひとりさかぱで のむさけは わかれなみだの...
丌城目正

おかのホテルのあかいひも...
さりしきみゆめやぶれ なきぬれてさまよえば...
藤江英辅

とおきわかれに たえかねて このたかどのに...
すずじかぜが ふいてくる うみのはまべに...
わかれてしつた きみのやさしさ しみつくかおり...
江口夜诗

はれたそら そよぐかぜ みなとでふねの...
江口夜诗

はれたそら そよぐかぜ みなとでふねの...
あめがふつても しとしとと あるひのごごの...
ほほをよせあった あなたのにおいが...
あさすらいは さすらいはきら めくながれぼし...
はなならよはにさく かなしいくるいぎき...
おもいでのよるは きりがふかかった ...
はなもあらしも ふみこえて ゆくがおとこの...
铃木哲夫

しみずみなとの めいぷつは おちゃのかおりと...
ふけゆくあきのよ たびのそらの...
よるがつめたい こころがさむい わたりどりかよ...
あきらめま うと わかれてみたが なんでわす う...
ああほろほろと そでになみだの かかるとき...
ゆうひかかわに いろそめて みんながまつのは...
はなし う か きすしよか あのこの しんを...
田中未知

ときには ははのないこのように だまって...
もしもあなたと あえずにいたら わたしはなにを...
あなたはすつかり つかれてしまい...
めおとじて なにもみえず かなしくてめ...
おとこごこ ろ におと こがほれ て いきがとけ あ...
うとにいると しのぶとよばれたの こうべ...
さよならとさよならと ことばのような...
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Song ID Song Title
412399 星の流れに
はなんでも知
412157 星はなんでも
知つている
412396 星は何でも知
でも知ている
バラ--ド
412395 星影の
星影のバラ
星影の
ワル--ツ
412394 星影
のワル
412393 星降
星降る
る街角
412515 春の宵
昭和な
412339 昭和
なガれ歌
412044 晴れたらいいね
412498 最后の
最后の夜
がとっても青
412137 月がとっても
青いから
412072 月の法善寺横町
法善寺横町
412264 月下の
月下の胡弓
412508 月夜に
月夜に思う
412361 月夜
月夜の
の愁
412440 有乐町
有乐町で逢いましよラ
いましよラ
412154 木曾ぷし三度笠
412310 木曾节三度笠
412522 未练なんて
未练なんて
未练の
波止场
412426 未练
の波止
场
412285 杯さかづき
412423 柔
道一代
412346 柔道一
代
412422 柳ケ濑のヴルヴル-ス
412525 梦だけじ悲
だけじ悲しい
412445 梦で泣け泣け
412448 梦は夜ひらく
412524 梦华しぐれ
412446 梦芝居
412447 梦追
梦追い
い酒
412531 江差,
江差,追分,
追分,风の街
江差恋
412232 江差
恋しや
412548 江梨
江梨子
子
412444 汤の町エレエレ-ジ
汤岛の
412570 汤岛
の白梅
Cali Karaoke

Artist/Lyric
ほしのながれに みをうらなって どこをねぐらの ...
津夕美洋

ほしはなんでも しっている ゆうべあのこが...
ほしはなんでも しっている ゆうべあのこが...
wow wow yeah yeah どあにたつあなたの...
わかれることは つらいけど しかたがないんだ...
ほしのふるよるは あなたとふたりで おどろうよ...
うるわしいのこいよひ つきかげあわく...
うわながれうた こころにしみる さけにようとき...
吉田美和

やまへゆこう つきのにちよう...
ホルのライトに ラかぶひとのなみ...
陆奥明

つきがとってもあおいから...
饭田景应

ほうちょういっぽん さらしにまいて...
ふねはゆくゆく ともしびゆれる つきはせいこの...
こんやもつきよ きらめくほしよ はつこいの...
はるばるみなみの しまく んゆめみる つきよに...
あなたをまてば あめがふる ぬれてこぬかと...
吉田正

やくざとせいの しろむくてっか ほんにしがねえ...
やくざとせいの しろむくてっか ほんにしがねえ...
すえながく くらそうとちかつた あのかわで...
もしもわたしが おもにに あつたらいいの...
はなもみもある おとこのみらい すててちかった...
おもえ ばまけよ まけてもともと このむねの...
いかにせいぎの みちとはいえど...
あめのふるよるは こころもぬれる ましてひどり ...
なぜゆめばかり ゆめさめたとき なぜここるは...
すてるみれんが こおやのはてに あかくそまつて...
あめがふるから あえないの こないあなたは...
あめかぜにぬれて あなたのために せんりのみち...
こいのからくり ゆめしばい せりふひとつ...
かなしさまぎらす このさけを だれがなづけた...
江差追分 ながれる町は 风も尺八 ひゆる ひゆる...
えさしこいしや わかれてみつき ゆめもあのこの...
つめたいあめが ふるあさに ひとりでえりこは...
いずのやまやま つきあわく あかりにむせぶ...
汤岛通れば 思い出す おつたちからの こころいき...
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Song ID Song Title
412312 汽车の
汽车の旅
沓挂时
412320 沓挂
时次郎
412407 波止场
波止场气质
灯台よ
よ
412567 泣くな雾笛
くな雾笛よ
雾笛よ灯台
けない君
412049 泣けない
君への ラブソング
412436 泥香禾香
412046 泪のキッス
412383 泪の小花
412382 泪の操
412384 泪の朝
连络船
412065 泪の连络
船
412385 泪をありがとう
412064 泪を抱いた渡
いた渡り鸟
412364 津轻平野
412363 津轻海峡冬景色
峡冬景色
412380 流されて
れのジプシ
ジプシ娘
412381 流れの
ジプシ
娘412512 流れ星
412534 流冰
412457 流转
412372 浪花恋しぐれ
花恋しぐれ
412373 浪花节だよ
花节だよ人生
だよ人生は
人生は
浮草ぐらし
412547 浮草
ぐらし
412040 浮草
浮草の
の宿
412228 海边のメルヘ
メルヘン
しき旅人
412288 淋しき
旅人
412511 渚のい出
のい出
412054 港が见える丘
える丘
シヤヱ
412432 港シヤ
ヱンソン
412427 港の乾杯
412428 港町ズル
港町ズルズル-ス
湖畔の
412272 湖畔
の宿
412224 潮来笠
412325 濑户の
濑户の花嫁
りが欲
412024 灯りが
欲しい
Cali Karaoke

Artist/Lyric
いまはやまなか いまははま いまはてつきよ...
すねてなつたか うぶんなんか たびからたびへと...
わかれおしむな ドラのねに おきはきぼうの...
つきがながれる さぎりわはしる とおいみさきの...
前田辉

いつでもぼくのほほが すぐにおこりだす...
捡起一皮禾 串 禾串 串串比花香 里就待这位...
サザンオサザンオ-ルスタルスタ-oズ

いますぐあってみつめる すぶりをしてみても...
こさめにけむる かれんなこばな...
あなたのために まもりとぅした おんなのみさお...
ほしのかずほど おんなはいると わたしをすてた...
市川昭介

いつもむれとぶ かもめさえ とうにわすれた...
よんでもかえらぬ あにきだけれど...
いづみゆたか

ひとこえないては たびからたびへ...
つがる へいやに ゆきふるころはヨ...
うえのはつのやこう れつ おりたときから...
うれに つめのきずあとを むねに...
かぜのふくまま ながれてくらす わたしジプシ...
そらにはほいひとつ さびいくきらめいて...
ながれつきない りゆぅひょぅの ここはさいたて...
おとこいのちを みすじのいとに かけてさんしち...
げいのためなら うぼもなかす それがどうした...
のめといわれて すなおにのんだ かたをだかれて...
あすのことさえ わかりはしあし ほかにいいやつ...
あいたさにくるうほど やせましたわたし...
うみべであつた くるいひとみの いるかのような...
こいにやぶれて さすらぅみには...
わすられぬ こいゆえになつ かしいおもいで...
东辰三

あなたとふたりできた おかはみなとがみえるおか...
あかいランタン よぎりにぬれて...
みなとさかばの あか うちんに こころひかれる...
せのびしてみる かい うを うもきてきが...
やまのさみしい みずうみに ひとりきたのも...
いたこのいたろう っとみなれば はく うそうな...
せとはひぐれて ゆうなみこなみ あなたのしまへ...
远藤实

ひかげそだちの このおれが みつけたみちは...
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Song ID Song Title
412482 爱しいマドロス
しいマドロス
412213 爱してます
412214 爱して爱
して爱しちャ
しちャったのよ
412107 爱と死を见つめて
初体验
412172 爱の初体
验
412211 爱の泪
412212 爱染かつら
412180 爱染夜曲
412182 爱染草纸
412509 父さん许
さん许して
爽快乾
412167 爽快
乾一杯
412292 片われ月
われ月
412549 片恋酒
412391 牡丹の
牡丹の曲
412097 男 と 女
412245 男のブルブル-ス
412146 男の情话
412246 男の纯情
412486 男儿の本领
412176 男船
412404 番社
番社の
の娘
412078 白いブランコ
小指の
412350 白い小指
の歌
412077 白い花のさく顷
のさく顷
412417 目ン无い千鸟
412022 真夏の果实
412057 真夜中の
夜中のギタギタ412045 眠れない夜
れない夜を抱いて
矢切りの
りの渡
412421 矢切
りの
渡し
412503 知らないわ
412352 知りたくないの
412351 知床旅情
412011 破 晓
412530 破 晓
412102 祝い酒
Cali Karaoke

Artist/Lyric
やさしききみの おもかげいとし ひろいせけんに...
あいしています あなただけを とおくはなれた...
あいし っだのよ あいし っだのよ あなただけを...
土田启四郎

マコあまえてばかりで ごめんネ ミコはとっても...
如果说你要离开我 请诚实点来告诉我...
わかれのつらさく ちびるかんで...
はなもあらしも ふみこえて ゆくがおとこの...
あいせんかつらの さくはるを なんであらしが...
ながれくる ながれくる きみがやさしの...
ともだちの ひといとでかぎに...
邱芳德

为什厶你不讲坦白 干旦流目屎声声讲再会...
ほしかげさむく おちばふる ながれのきしも...
すきでのんでる おさけじゃないわ...
あかいぼたんの はなびらそめた おとりい うが...
Chage & Aska

だれもがいちどは ひきかえすみち...
ネオンはまちに まぶしかろうと むねはたにまだ...
猪阜公章

いじをとおせば なさけがかれる ゆめにすがれば...
おとこいのちの ん うは もえてかがやく...
なんじのほん ぅは こころひとすじに...
あれて あれて きばむく ほくかいしぶき...
やまのむすめの まごころは あかいメろの...
菅原进

きみはおぼえて いるかしら あのしろいブランコ...
しろかべどぞうの つづくみち からすがさんば...
田村しげる
田村しげる

しろいはなが さいてた ふるさとの...
めんないちどりの たかしまだ みえぬかがみに...
桑田佳佑

なみだがあふれる かなしいきせつは...
河村利夫

まちのどこかに さみしがりやがひとり...
织田哲郎

ざわめくまちの けいしきがとまる...
つれてにげてよ ついておいでよ...
このごろ は やくそくを まもらない いくいひと...
あなたのかこなど しりたくないの...
しれとこのみさきに はまなすのさくころ...
Dick

遗弃的声音又响起了遗 弃的感觉偏剩下多少...
Dick

遗弃的声音又响起了遗 弃的感觉偏剩下多少...
猪侯公章

うきよあらなみ ヨイショとこえる...
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Song ID Song Title
412152 禁じられた恋
じられた恋
412314 禁じラれ恋
412544 离别
412113 私は街の子
412563 空港
412322 空港くぅこぅ
412331 竹田の
竹田の子守呗
ってよエンジ
エンジェ
412042 笑ってよ
エンジ
ェル
412112 笑って许
って许して
412338 第三特攻队
第三特攻队
412208 红い睡莲
412349 纯洁
412287 细雪
412354 终着驶に灯が消る
412405 羽田发七
羽田发七时
时五十分
412294 胜手にしやがれ
てられた町
412356 舍てられた
町
412566 船から来
から来た男
412543 船头可爱や
船头可爱や
道一代
412265 艺道一
代
412409 花笠道中
412410 花街の母
苏州の
412329 苏州
の夜
412162 若鹫の歌
412401 苦手なんだよ
412268 荒城の月
412565 落叶
落叶しぐれ
しぐれ
412411 裸念佛お
念佛お岩の上
412233 襟裳岬
412055 见上げてご
げてごらん夜
らん夜の星を
412492 言叶のない
言叶のないフ
のないフイナデイナデ误解して
412491 误解
して
412335 谁か故乡を
故乡を想わざる
412333 谁も知らなあの面影
らなあの面影よ
面影よ
よりも君
412334 谁よりも
君を爱す
Cali Karaoke

Artist/Lyric
三木だかし
三木だかし

きんじられても あいたいの みえないいとに...
きんじられても あいたいの みえないいとに...
ときにはおもいだ すで う つめたいひとだけど...
上原げんと
上原げんと

わたしはまちのこ ちまたのこ まどにあかりが...
なにもしらずに あなたはいったわ...
なにもしらずに あなたいつたわ...
もりもいやがる ぼんからさき ゆきもちらつくし...
中岛みゆき
中岛みゆき

いとしさあまれば にくさがつのる...
羽根田武邦

わらってゆるして ちいさなことと...
けいのすとんさん れさんと ふねに くいんだ...
はなのぺキンの ひともしころを わた ゆめみる...
あらしのひもか れとならばお...
ないてあなたの せなかになげた にくみきれない...
たそがれふかく うみとおく お もいみだれる き...
ほしもみえないそら さみしくながめ...
かべぎわに ねがえりうって せなかできいている...
よぎりにうるむ まがりかど あをいがいとが...
しらないさかばで のむさけにがい...
ゆめもぬれま しおかぜよかぜ せんどかわいや エ...
いのちひとすじ げいひとすじで かつかまけるか...
これこれいしの じぞうさん にしへゆくのは...
ひとにきかれ おまえのことを としのはなれた...
ひしのみをつむ おとめのうたに くれてきらめく...
古关裕而

わかいちしおの よかれんの ななつぼたんは...
お くさんに せがまれて うたつたよ...
はるこうろうの はなのえん めぐるさかずき...
たびのおちばが しぐれにぬれて ながれはてない...
はらかねんふっ いわのうえ かじかがころがす...
きたのまちでは もう かなしみをだんろで...
いずみたく

みあげてごらん よるのほしを ちいさなほしの...
いつかはなしたこれで フイナデ...
きみにつくした なのにでかいして...
はなつむのべに ひはおちて みんなでかたを...
だれもしらない あのおもかげよ ひとのきもちを...
だれにもいわれず たがいにちかった...
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Song ID Song Title
412571 谁を爱して
贵方を
した私
412476 贵方
を爱した
私し
412193 赤いハカチ
412133 赤いハソカチ
412564 赤い夕阳の故乡
412194 赤と黑のブルブル-ス
412191 赤城の
赤城の子守呗
412018 达者でナ
412560 达者でナ
412332 达者でなあ
でな港町
412507 达者でな
港町
412488 返らぬ恋
412424 迷い鸟
412513 送你一
送你一□玫瑰花
玫瑰花
412010 送你
送你一
一□玫瑰花
玫瑰花
412210 逢いたくて逢
いたくて逢いたくて
412209 逢わずに爱して
412151 逢わずに爱して
412496 避けられぬ
けられぬ路
シャツと
412059 部屋とＹシャツ
と私
412431 都のセレナセレナ-デ
412497 酒の话
溜息か
412286 酒は泪か溜息
か
412542 酒よ
412029 酒场にて
酒场にて
酒场の
412291 酒场
の女
412495 酒饮あば
412178 醉歌(すぃ か)
か)
412284 里の秋
412144 里町
里町ご
ごころ
412230 里町人生
412171 里町酒场
412231 里町酒场
412390 釜山港て
山港て归れ
カンカン娘
412035 银座カンカン
娘
Cali Karaoke

Artist/Lyric
だれをあぃして いきりゃよい なにをしんじて...
しんじつあなたを あいしたわたし...
アカシヤの はなのしたで あのこがそつと...
上原贤六

アカツヤの はなのしたで あのこがそっと...
よんでいる よんでいる あかいゆぅひの...
ゆめをなくした ならくのそこで なにをあえぐか...
なくなよしよし ねんねしな やまのからすが...
中野忠晴

わらにまみれてよ そだてたくりげ...
中野忠晴

わらにまみれてよ そだてたくりげ...
わらにまみれてよ そだてたくりげ ...
こいを しました ひとなみに ゆめをみたのさ...
だめねだめね きみになまされて わるいひと ね...
ほほうつかぜに かみはみだれても...
日本曲

我送你一□玫瑰花 表示我爱慕你 玫瑰花开甲真美...
日本曲

我送你一□玫瑰花 表示我爱慕你 玫瑰花开甲真美...
あいしたひとは あなただけ わかつているのに...
なみだかれても ゆめよかれるな にどとさかない...
彩木雅夫

なみだかれても ゆめよかれるな にどとさかない...
きみにつくすまごころ すべてをささげた...
平松爱理

おねがいがあるのよ あなたのみょうじに...
よるのみやこは ずのうた かぜにゆれる...
さけのめば はなしおい でうしてはなしおい...
さけはなみだか ためいきか こころのうさの...
なみだにはいくつもの おもいでがある...
铃木邦彦

すきでおさけを のんじゃいないわ...
くらいさかばの ひのかげで にくいお くに...
さけのめば なけてくる あなたがはなれ...
ぽつりぽつりと ふりだした あめ に おとこはなぜ...
しずかなしずかな さとのあき おせどにきのみの...
市川昭介

あなただけよと すがってなけば くろうしたねと...
くらいうきよの このうらまちを のぞくつめたい...
あめにぬれてる あかいひが おれにゃにあいの...
あめにぬれてる あかいひが おれ にあいの...
つばきさくはるなのに あなたはかえらない...
服部良一

あのこかわいや カンカンむすめ あかいブラウス...
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Song ID Song Title
412316 银座かんかん娘
かんかん娘
物语ソ
412315 银座の恋の物语
ソ
412377 长崎のお
长崎のお蝶
のお蝶さん
412375 长崎の
长崎の女
长崎の
412376 长崎
の蝶マさん
412066 长崎
长崎の
の钟
412378 长崎は
长崎は今日も
今日も雨だつた
长良川
412529 长良
川艳歌
412471 雨ガふる
412156 雨にさく花
にさく花
412041 雨にぬれて
412478 雨に情はないもの
412203 雨に落る花
412202 雨に风に
412558 雨のふるのふる-す
412016 雨のふるのふる-す
ブル--ス
412196 雨のブル
412197 雨の中の二人
412474 雨の国道七号
国道七号线
七号线
412198 雨の御堂筋
412200 雨の慕情
412199 雨の港
412120 雪の降る町を
412443 雪は降ゐ
412441 雪列车
412442 雪国
412127 雾にむせぶ夜
にむせぶ夜
412317 雾の摩周湖
摩周湖
412318 雾子のタンゴ
412460 露营の歌
412205 青い山脉
412204 青叶城恋呗
412169 青春时代
春时代
412487 风に灯火ゆれる
412397 香港の夜
Cali Karaoke

Artist/Lyric
あのこかわいや カンカンむすめ あかいブラウス...
こころのそこまで しびれるような...
なかさきながさき みなみのまちよ...
こいのなみだか そてつのはなが かぜにこぼれる...
ひぜんながざき みなとまち いじんやしきの...
古关裕而

こよなくはれた あおぞらを かなしとおもう...
あなたひとりに かけたこい あいのことばを...
水にきらめく かがり火は 谁に想いを 燃やすやら...
よる こさめが ふるしきる こいのみなとまち...
池田不二男

およばぬことと あきらめました だけどこいしい...
あめにぬれたまちかど きょうがおわかれね...
そぼふるあめの みなとのよる よぎりにはとば...
はるのよあめに もろくちるはなよ...
つめたいあきかぜに せつないあめがふる...
服部良一

あめよふれふれ なやみをながすまで...
服部良一

あめよふれふれ なやみをながすまで...
あめよふれふれ なやみをながすまで...
あめが こつぶのじん うなら こいは...
うるむネオンの とう ラあとに すてたこいなら...
こぬかあめふる みどうすじ こころがわりの...
こころがわすれた あのひとも ひざかおもさを...
あめのみなときるん でぶねのどらがなる...
中田喜直

ゆきのふるまちを ゆきのふるまちを...
ゆきはふる あなたはこない ゆきはふる...
におうように わらうように ゆきがふる...
すきよあなたいまでも いまでもこよみは...
铃木淳

なみだじゃないよと いいたいけれど...
きりにだかれて しずかにねむる ほしもみえない...
すきだから とてもとてもとても すきだから...
かってくるぞと いさましく ちかってくにを...
わかくあかるい うたごえに なだれはきえる...
ひろせがわ ながれるきしべ おもいではかえらず...
森田公一

そつぎょうまでの はんとしで こたえをだすと...
すごしひは ふた り ちぎりもかた い いまでは...
これがさいごの よだというのに こころときめく...
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Song ID Song Title
412398 骨まで爱
まで爱して
高原の
412086 高原
の驶よさようなら
412251 鸳鸯道中
鸳鸯道中
412300 鹅銮鼻节
鹅銮鼻节
412313 黄色いシヤツ
412091 黄色さくらんぼ
412089 黑い花びら

Cali Karaoke

Artist/Lyric
いきてるかぎりは どこまでも さがしつづける...
佐々木俊一

しばしわかれの よぎしゃのまどよ...
かたぎそだちも かさなるたびに いつかはぐれて...
したわしや とうだいがらんびに ひがつけぱ...
きいろい パきた むくちなおとこ おっ...
滨口库之助

わかいむすめは ウッ フン おいろけありそで ウッ...
中村八大

くろいはなびら しずかにちった...
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