
　　　　よつもとしょう

流しの四元壯が歌をお届けします！

365日の紙飛行機 酒と泪と男と女 秋桜 系図 ひまわりの約束 大空と大地の中で

時代おくれ 無縁坂　　　（その他 生活の柄 恋

遠くで汽笛を聞きながら 家族の風景

HOME 若者たち よー、そこの若いの サヨナラCOLOR 愛燦燦

少年時代 forever young 川の流れのように

夢の中へ 硝子の少年 時の過ぎゆくままに 悲しみは雪のように

勝手にしやがれ 嘲笑 星になれたら

なごり雪 異邦人 田園 スノースマイル 抱きしめたい

男たちのメロディー メロディ sign  　（その他

JAM 生きる。 ワインレッドの心 島人ぬ宝

愛のさざなみ 夏の終わりのハーモニー さくら

バンザイ 月のあかり Slow&Easy

シングルベッド 喝采 One more time, one more chance

海の声（auのCM） 瀬戸の花嫁 黄昏のビギン 悲しくてやりきれない

そばかす 栄光の架橋

想い出がいっぱい 蕾 時の流れに身をまかせ 桜坂 いつか

夜空ノムコウ つぐない squall

イルカ 久保田早紀 BUMP OF CHICKEN

SHOGUN

THE YELLOW MONKEY クレイジーケンバンド BEGIN

浜田省吾

玉置浩二／安全地帯 Mr.Children

木山裕策 ザ・ブロードサイド・フォー 竹原ピストル 美空ひばり

井上陽水

Kinki kids 沢田研二

秦基博

ハナレグミ

（アーティスト名五十音順）

AKB48 河島英五 さだまさし 高田渡 松山千春

アリス

福山雅治

SMAP

矢沢永吉

ちあきなおみ

テレサ・テン

ウルフルズ

浦島太郎 小柳ルミ子

H2O コブクロ

奥田民生/ユニコーン 斉藤和義

シャ乱Q

Judy and Mary

島倉千代子 森山直太朗

桑名正博 平井大

山崎まさよし

ザ・フォーク・クルセダーズ

ゆず

夜空ノムコウ つぐない squall

イージュー☆ライダー 歩いて帰ろう オレンジ もうひとりの俺

さすらい 歌うたいのバラッド レイニーブルー TRUE LOVE YES MY LOVE

ずっと好きだった Progress

そして僕は途方に暮れる 糸 くだらないの中に 落陽

上を向いて歩こう 奏 時代

I LOVE YOU 見上げてごらん夜の星を 悪女 サマーヌード Yesterday

Forget-me-not さよならエレジー 地上の星 Let it be

15の夜 また君に恋してる 北酒場

シェリー チェリー 巡恋歌 Tears in Heaven

OH MY LITTLE GIRL 真夏の果実 君が思い出になる前に 順子 赤いスイートピー

いとしのエリー ロビンソン 乾杯 Lovin’ You
妹よ 勝手にシンドバッド ひこうき雲

神田川 Oh!クラウディア 星影のワルツ 涙そうそう やさしさに包まれたなら Just the way you are

真心ブラザーズ

細川たかし

THE BEATLES

菅田将暉

スピッツ 長渕剛 Eric Clapton

千昌夫 夏川りみ Bruno Mars

松田聖子

Minnie riperton
松任谷由実

矢沢永吉

藤井フミヤ

スガシカオ

徳永英明

中島みゆき 星野源 吉田拓郎大沢誉志幸

坂本九

尾崎豊

坂本冬美

サザン／桑田圭祐

かぐや姫

スキマスイッチ

奥田民生/ユニコーン 斉藤和義



天城越え 酒よ 雨やどり

案山子

悲しみは雪のように 君といつまでも 関白宣言

精霊流し

ラヴ・イズ・オーヴァー 木綿のハンカチーフ

彩り

圭子の夢は夜ひらく 最後の雨 しるし

名もなき詩

3月9日 オーシャンゼリゼ 365日
口笛

やっぱ好きやねん ただお前がいい

Lemon

サボテンの花 青空

青春の影

ONLY YOU

STORY back number さよならの向こう側

花束

言葉にできない ヒロイン

今宵の月のように オリジナル楽曲、

あの紙ヒコーキ　くもり空わって

BOOWY

「四元壯」「SoundCloud」で検索もしくはQR

AI 山口百恵

小田和正

エレファントカシマシ

19（ジューク） こちらで聞けます！！

T-BOLAN

・鹿児島生まれ埼玉育ちの 33才。
太田裕美 ・流し日記書いています！もしかしたらあなたも登場するかも？！→→

Mr.Children（続き） ・新宿名店横丁と立川呑み食べ横丁で主に流してます！

やしきたかじん 中村雅俊

米津玄師

チューリップ THE BLUE HEARTS

欧陽菲菲

藤 圭子 中西保志

レミオロメン 越路吹雪

浜田省吾 加山雄三 （よつもと　しょう）

四元 壯のご紹介
さだまさし（続き）石川さゆり 吉幾三

離したくはない

初恋

「四元壯」「SoundCloud」で検索もしくはQR

村下孝蔵 宴会出張承っています。ご連絡はこちらまで　（※出張費がかかります）

LINE→yotsumotosandayo

【記事にしてもらいました！！】
◆東洋経済オンライン
32歳､飲み屋で歌って生計を立てる男の大望

◆メシ通
馬羊牛豚鳥がそろう「新宿名店横丁」でひたすらコスパの良い肉料理を求めて

全5軒ハシゴしてみた【新宿駅西口ほぼ0分】

Mail→yotsumotosandayo@gmail.com

スケジュール（QR）→　　https://yotsumosandayo.amebaownd.com/

T-BOLAN


