
歌手名（50音順） 曲名
あぁ! FIRST KISS
EARTHSHAKER MORE
EARTHSHAKER RADIO MAGIC
RIKI 欲望の街
RSP M ～もうひとつのラブストーリー～
RSP さくら ～あなたに出会えてよかった～
RSP アンマー ～母唄～
RSP 恋哀歌 ～あの日に帰りたい～
RSP アイコトバ
RSP Lifetime Respect -女編-
RSP 旅立つキミへ
RCサクセション 雨あがりの夜空に
RCサクセション スローバラード
RCサクセション トランジスタ・ラジオ
AI Believe
AI ONE
AI ハピネス
AI Story
AI 大切なもの
AI Story〈Re-born〉
AI STRONGER feat.加藤ミリヤ
I WiSH 明日への扉
I WiSH ふたつ星
愛内里菜 START
愛内里菜 I can't stop my love for you
愛内里菜 恋はスリル、ショック、サスペンス
愛内里菜 Dream × Dream
愛内里菜 MAGIC
愛内里菜&三枝夕夏 100もの扉
愛内里菜&三枝夕夏 七つの海を渡る風のように
相川七瀬 夢見る少女じゃいられない
相川七瀬 BREAK OUT!
相川七瀬 恋心
相川七瀬 トラブルメイカー
相川七瀬 Sweet Emotion
相川七瀬 終わりない夢
愛河里花子 ポケモンはらはらリレー
愛河里花子 ポケモンはらはら2リレー〈むずかし版〉
aiko 三国駅
aiko 飛行機
aiko be master of life
aiko キラキラ
aiko スター
aiko あした
aiko ナキ・ムシ
aiko カブトムシ
aiko 雲は白リンゴは赤
aiko 桃色

トライアルディスク収録曲リスト
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歌手名（50音順） 曲名
aiko おやすみなさい
aiko あなたと握手
aiko 桜の時
aiko 愛の病
aiko 悪口
aiko Power of Love
aiko シアワセ
aiko 横顔
aiko 星のない世界
aiko ボーイフレンド
aiko 初恋
aiko アスパラ
aiko ロージー
aiko 二人
aiko 二時頃
aiko 歌姫
aiko KissHug
aiko 蝶々結び
aiko ずっと
aiko かばん
aiko アンドロメダ
aiko えりあし
aiko 花風
aiko シャッター
aiko 深海冷蔵庫
aiko 瞳
aiko 気付かれないように
aiko キスする前に
aiko 赤いランプ
aiko 彼の落書き
aiko 天の川
aiko milk
aiko 嘆きのキス
aiko 戻れない明日
aiko beat
aiko 鏡
aiko 夏が帰る
aiko Yellow
aiko あの子の夢
aiko 向かいあわせ
aiko 赤いランプ(アルバム『まとめI』より)
aiko 愛の病(アルバム『まとめII』より)
aiko れんげ畑
aiko mix juice
aiko 恋のスーパーボール
aiko ホーム
逢坂大河(釘宮理恵)&川嶋亜美(喜多村英梨) ホーリーナイト
逢坂大河(釘宮理恵)・櫛枝実乃梨(堀江由衣)・川嶋亜美(喜多村英梨) プレパレード
逢坂大河(釘宮理恵)・櫛枝実乃梨(堀江由衣)・川嶋亜美(喜多村英梨) オレンジ
AI-SACHI BEFORE DAWN
愛島セシル(鳥海浩輔) DESTINY SONG
愛唱歌 たんぽぽ
愛田健二 京都の夜
アイドリング!!! Don't think. Feel !!!
アイドリング!!! S.O.W. センスオブワンダー
アイドリング!!! friend
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歌手名（50音順） 曲名
アイドルフォー 天才バカボン
相葉雅紀(嵐) Friendship
相葉雅紀(嵐) いつかのSummer
相葉雅紀(嵐) Hello Goodbye
相葉雅紀(嵐) 「じゃなくて」
愛美 LIVE for LIFE ～狼たちの夜～
藍井エイル MEMORIA
葵かを里 桂川
青い三角定規 太陽がくれた季節
あおい輝彦 あなただけを
あおい輝彦 二人の世界
蒼彦太 カラオケ流し
青江三奈 恍惚のブルース
青木隆治 言葉
青酢+キャップと瓶 DEPARTURES
青酢(皆川純子/置鮎龍太郎/近藤孝行/甲斐田ゆき) WHITE LINE
青酢(皆川純子/置鮎龍太郎/近藤孝行/甲斐田ゆき) 抱えたキセキ
青と瓶と缶 Gather
藍坊主 星のすみか
藍坊主 ハローグッバイ
青柳常夫 ポピー the クラウン〈オリジナルバージョン〉
青山テルマ 何度も
青山テルマ 守りたいもの
青山テルマ 大っきらい でもありがと
青山テルマ ママへ
青山テルマ 好きです。
青山テルマ 忘れないよ
青山テルマ サマーラブ!! feat.RED RICE from 湘南乃風
青山テルマ ずっと。
青山テルマ feat.SoulJa そばにいるね
赤い鳥 翼を下さい
赤い鳥 竹田の子守唄
赤い鳥 赤い花白い花
赤木圭一郎 霧笛が俺を呼んでいる
赤夜萌香(水樹奈々) 赤いスイートピー
あがた森魚 赤色エレジー
赤西仁 care
赤西仁 Eternal
赤西仁 ムラサキ
あかり(高森奈津美)、ミリア(竹達彩奈)、沙羅(片岡あづさ) 空ニラクガキ テレビサイズ
あかり(高森奈津美)、ミリア(竹達彩奈)、沙羅(片岡あづさ) 空ニラクガキ
秋岡秀治 心機一転
秋岡秀治 男の旅路
秋岡秀治 酒慕情
秋川雅史 翼をください
秋川雅史 旅立ちの日に
秋田県民謡 ドンパン節
AKINO 創聖のアクエリオン
AKINO Go Tight!
AKINO 荒野のヒース
秋庭豊とアローナイツ 献身
秋元順子 雨の旅人
秋元順子 愛のままで…
秋元順子 忘れもの
秋元順子 枯れない花
秋元順子 マディソン郡の恋
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歌手名（50音順） 曲名
秋元順子 黄昏 Love again
秋元順子 一枚の写真
秋元順子 星降る夜に…
秋元順子 その花は…～変わらぬ愛～
秋元順子 かくれんぼ
秋元順子 いいじゃない、人生
秋元順子 エデンの園で逢いましょう
秋山澪(日笠陽子) 青春Vibration
秋山澪(日笠陽子) Come with Me!!(澪Ver.)
秋山澪(日笠陽子) Heart Goes Boom!!
秋山澪(日笠陽子) Hello Little Girl
秋山涼子 居酒屋しぐれ
あきよしふみえ Together(トゥギャザー)
あきよしふみえ Together2007
あきよしふみえ&ポケモンKids2008 このゆびとまれ
アキラ(宮川彬良)/スコア(斎藤晴彦)/シャープ(大澄賢也)/アリア(茂
森あゆみ)/フラット(玄田哲章)

クインテット テーマ 夏

アキラ(宮川彬良)/スコア(斎藤晴彦)/シャープ(大澄賢也)/アリア(茂
森あゆみ)/フラット(玄田哲章)

ゆうがた クインテット テーマ（春）

アキラ(宮川彬良)/スコア(斎藤晴彦)/シャープ(大澄賢也)/アリア(茂
森あゆみ)/フラット(玄田哲章)

ゆうがた クインテット テーマ(秋)

アキラ(宮川彬良)/スコア(斎藤晴彦)/シャープ(大澄賢也)/アリア(茂
森あゆみ)/フラット(玄田哲章)

ゆうがた クインテット テーマ(冬)

Aqua Timez 決意の朝に
Aqua Timez 千の夜をこえて
Aqua Timez しおり
Aqua Timez ALONES
Aqua Timez 小さな掌
Aqua Timez ほんとはね
Aqua Timez 虹
Aqua Timez 夏のかけら
Aqua Timez シャボン玉Days
Aqua Timez Velonica
Aqua Timez STAY GOLD
Aqua Timez プルメリア ～花唄～
Aqua Timez 最後まで
Aqua Timez 絵はがきの春
Aqua Timez GRAVITY 0
Aqua Timez 真夜中のオーケストラ
Aqua Timez カルペ・ディエム
Aqua Timez 銀河鉄道の夜
Aqua Timez いつもいっしょ
Aqua Timez ハチミツ ～Daddy,Daddy～
Aqua Timez 虹〈Album ver.〉
Aqua Timez 等身大のラブソング
Aqua Timez 風に吹かれて
access Doubt & Trust ～ダウト&トラスト～
芥川慈郎 Against Wind
アグネス・チャン ひなげしの花
アグネス・チャン 草原の輝き
Akeboshi wind(ワインド)〈全英語詞〉
あこりこ(竹達彩奈&巽悠衣子) バランスKISS
麻丘めぐみ 芽ばえ
朝丘雪路 雨がやんだら
浅香唯 C-Girl
浅香唯 セシル
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歌手名（50音順） 曲名
浅香唯 Believe Again
浅香唯 マジ? マジ! マジカル☆ジュエル
麻倉あきら・鮎川麻弥・鵜島仁文・川添智久・TSUKASA・長友仍
世・MIQ・森口博子・米倉千尋

翔べ! ガンダム

朝倉涼子(桑谷夏子) COOL EDITION
朝倉涼子(桑谷夏子) ハレ晴レユカイ〈Ver.朝倉涼子〉
浅田あつこ 冬の蜉蝣(かげろう)
浅田あつこ 恋するだるま
浅田美代子 赤い風船
浅野まゆみ Star Jewel〈コーラスバージョン〉
朝比奈みくる(後藤邑子) ハレ晴レユカイ〈Ver.朝比奈みくる〉
朝比奈みくる(後藤邑子) 恋のミクル伝説
あさみちゆき 鮨屋で…
あさみちゆき 黄昏シネマ
あさみちゆき ふるさとの木の下で…
ASIAN KUNG-FU GENERATION 君の街まで
ASIAN KUNG-FU GENERATION ブラックアウト
ASIAN KUNG-FU GENERATION 或る街の群青
ASIAN KUNG-FU GENERATION ループ&ループ
ASIAN KUNG-FU GENERATION アフターダーク
ASIAN KUNG-FU GENERATION 転がる岩、君に朝が降る
ASIAN KUNG-FU GENERATION サイレン
ASIAN KUNG-FU GENERATION 君という花
ASIAN KUNG-FU GENERATION リライト
ASIAN KUNG-FU GENERATION 羅針盤
ASIAN KUNG-FU GENERATION フラッシュバック
ASIAN KUNG-FU GENERATION 電波塔
ASIAN KUNG-FU GENERATION アンダースタンド
ASIAN KUNG-FU GENERATION 振動覚
ASIAN KUNG-FU GENERATION Re:Re:
ASIAN KUNG-FU GENERATION 未来の破片(カケラ)
ASIAN KUNG-FU GENERATION 遥か彼方
ASIAN KUNG-FU GENERATION 新世紀のラブソング
ASIAN KUNG-FU GENERATION ソラニン
ASIAN KUNG-FU GENERATION 迷子犬と雨のビート
芦田愛菜 ステキな日曜日～Gyu Gyu グッデイ!～
芦田愛菜 ピカピカウサギのマーチ
芦田愛菜 みんなのハッピーバースデイ
芦田愛菜 やさしさに包まれたなら
Acid Black Cherry 冬の幻
Acid Black Cherry 20+∞Century Boys
Acid Black Cherry ジグソー
Acid Black Cherry 眠り姫
Acid Black Cherry 優しい嘘
Acid Black Cherry ジュリアに傷心
Acid Black Cherry 罪と罰 ～神様のアリバイ～
Acid Black Cherry チェリーチェリー
Acid Black Cherry Maria
Acid Black Cherry GLAMOROUS SKY
Acid Black Cherry かもめが翔んだ日
Acid Black Cherry Re:birth
Acid Black Cherry SPELL MAGIC
Acid Black Cherry Black Cherry
Acid Black Cherry 愛してない
Acid Black Cherry 異邦人
Acid Black Cherry 恋一夜
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歌手名（50音順） 曲名
Acid Black Cherry 少女の祈り
Acid Black Cherry scar
Acid Black Cherry Bit Stupid
Acid Black Cherry DRAGON CARNIVAL
Acid Black Cherry Prologue End
ACIDMAN 赤橙
芦屋雁之助 娘よ
AZU For You
AZU 時間よ止まれ feat.SEAMO
AZU いますぐに…
AZU I WILL
AZU IN MY LIFE
AZU To You...
ASKA はじまりはいつも雨
ASKA 伝わりますか
azusa 夢ノート
azusa i Love
azusa 君のままで
梓みちよ 二人でお酒を
梓みちよ メランコリー
AZUMA HITOMI ハリネズミ
阿澄佳奈、水橋かおり、新谷良子、後藤邑子 スケッチスイッチ
Asriel Metamorphose
麻生かほ里 どんなときでもひとりじゃない〈Full size ver.〉
麻生夏子 More-more LOVERS!!
麻生夏子 ダイヤモンドスター☆
麻生夏子 恋愛向上committee
麻生夏子 エウレカベイビー
麻生夏子 Perfect-area complete!
中孝介 君ノカケラ feat 宮本笑里
中孝介 旅立ちの日に
中孝介 夏夕空
中孝介 花
a・chi-a・chi Step
渥美二郎 他人酒
渥美二郎 釜山港へ帰れ〈全日本語詞〉
渥美二郎 忘れてほしい
渥美二郎 夢追い酒
跡部景吾 バレンタイン・キッス
跡部景吾 チャームポイントは泣きボクロ
アナログフィッシュ スピード
アニメタル ルパン三世のテーマ
アニメタル 宇宙戦艦ヤマト
アニメタル 君をのせて
アニメタル タッチ
アネム/ズズ/ジャコビ ぐ～チョコランタン
abingdon boys school キミノウタ
abingdon boys school From Dusk Till Dawn
abingdon boys school INNOCENT SORROW
abingdon boys school HOWLING
abingdon boys school BLADE CHORD
abingdon boys school STRENGTH.
abingdon boys school JAP
あべ静江 コーヒーショップで
あべ静江 みずいろの手紙
阿部真央 貴方の恋人になりたいのです

6



歌手名（50音順） 曲名
阿部真央 いつの日も
阿部真央 19歳の唄
阿部真央 モットー。
阿部真央 ストーカーの唄 ～3丁目、貴方の家～
阿部真央 逢いに行く
阿部真央 伝えたいこと
阿部真央 I wanna see you
阿部真央 未だ
阿部真央 ふりぃ
阿部真央 キレイな唄
阿部真央 デッドライン
阿部真央 会いたいよ
阿部真央 サラリーマンの唄
阿部真央 15の言葉
阿部真央 ロンリー
阿部真央 私は貴方がいいのです
安倍里葎子 愛のきずな
アポロ(寺島拓篤)、シルヴィア(かかずゆみ)、麗花(小林沙苗)、
AKINO from bless4

創聖のアクエリオン〈エレメント合体Ver.〉

アマガイコノミ(平田弥里) ウルトラマンのうた
天知茂 昭和ブルース
天地真理 恋する夏の日
天地真理 ひとりじゃないの
天地真理 虹をわたって
天地真理 若葉のささやき
天地真理 水色の恋
天地真理 想い出のセレナーデ
天野月子 鮫
天野月子 聲(こえ)
天野月子 花冠
天野月子 銀猫
天野月子 ライオン
天宮りずむ(CV.原紗友里) ココロ充電!
あみ/イヨ/ケンタ/イッサ 飛んでもNothing ～どき☆どき アニマル横町のうたの巻～
あみん 待つわ
あむwithラン・ミキ・スゥ(伊藤かな恵、阿澄佳奈、加藤奈々絵、
豊崎愛生)

にじいろキャラチェンジ!

安室奈美恵 太陽のSEASON
安室奈美恵 Body Feels EXIT
安室奈美恵 Chase the Chance
安室奈美恵 Don't wanna cry
安室奈美恵 GIRL TALK
安室奈美恵 WANT ME,WANT ME
安室奈美恵 You're my sunshine
安室奈美恵 SWEET 19 BLUES
安室奈美恵 a walk in the park
安室奈美恵 CAN YOU CELEBRATE?
安室奈美恵 I HAVE NEVER SEEN
安室奈美恵 White Light
安室奈美恵 RESPECT the POWER OF LOVE
安室奈美恵 toi et moi(トワ・エ・モア)
安室奈美恵 CAN'T SLEEP,CAN'T EAT,I'M SICK
安室奈美恵 人魚
安室奈美恵 I WILL
安室奈美恵 Baby Don't Cry
安室奈美恵 FUNKY TOWN
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歌手名（50音順） 曲名
安室奈美恵 NEVER END
安室奈美恵 Do Me More
安室奈美恵 Sexy Girl
安室奈美恵 ALARM
安室奈美恵 ALL FOR YOU
安室奈美恵 HIDE & SEEK
安室奈美恵 Four Seasons
安室奈美恵 WILD
安室奈美恵 Dr.
安室奈美恵 COPY THAT
安室奈美恵 MY LOVE
安室奈美恵 The Meaning Of Us
安室奈美恵 Defend Love
安室奈美恵 Shut Up
安室奈美恵 Break It
安室奈美恵 Get Myself Back
安室奈美恵 Fight Together
安室奈美恵 Tempest
安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S TRY ME ～私を信じて～
安室奈美恵 feat. 山下智久 UNUSUAL
天の妃少女合唱団 -かなこ(真田アサミ)&鞠也(小林ゆう)&茉莉花(井
上麻里奈)

どうにもとまらない

天の妃少女合唱団 -かなこ(真田アサミ)&鞠也(小林ゆう)&茉莉花(井
上麻里奈)

君に、胸キュン。

AMEMIYA 冷やし中華はじめました
アメリカ(CV:小西克幸) HAMBURGER STREET
アメリカ(CV:小西克幸) W・D・C ～World Dancing～
絢香 I believe
絢香 melody
絢香 Real voice
絢香 三日月
絢香 Jewelry day
絢香 CLAP&LOVE
絢香 Why
絢香 For today
絢香 愛を歌おう
絢香 おかえり
絢香 I believe〈English ver.〉
絢香 グンナイベイビー
絢香 君がいるから
絢香 今夜も星に抱かれて…
絢香 夢を味方に
絢香 恋焦がれて見た夢
絢香 みんな空の下
絢香 ありがとう。
絢香 みんな空の下〈Piano ver.〉
絢香 ブルーデイズ
絢香 Peace loving people
絢香×コブクロ WINDING ROAD
絢香×コブクロ あなたと
絢辻詞(CV:名塚佳織) 嘆きの天使
彩冷える-ayabie- 会いたくて
あやまんJAPAN ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴー
あやまんJAPAN ぽいぽい体操
あやめちゃん みずのたび〈フルバージョン〉
あやめちゃん おかげさま音頭
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歌手名（50音順） 曲名
あやめちゃん・コジュモク ポジドラタッチ!
AyaRuka 押しちゃうぞ!!
鮎川麻弥 夢色チェイサー
鮎川麻弥 風のノー・リプライ
新井正人 アニメじゃない～夢を忘れた古い地球人よ～
新垣結衣 Make my day
新垣結衣 赤い糸
新垣結衣 piece
新垣結衣 うつし絵
新垣結衣 hug
新垣結衣 小さな恋のうた
新垣結衣 ハナミズキ
新垣結衣 heavenly days
新垣結衣 メモリーズ
新垣結衣 オレンジ
新垣結衣 愛を知りたくて
新垣結衣 そら
荒木一郎 空に星があるように
嵐 手つなごぉ
嵐 愛してると言えない
嵐 時代(ジダイ)
嵐 できるだけ
嵐 15th Moon
嵐 WISH
嵐 きっと大丈夫
嵐 春風スニーカー
嵐 A・RA・SHI
嵐 明日に向かって
嵐 アオゾラペダル
嵐 Kissからはじめよう
嵐 a Day in Our Life
嵐 ナイスな心意気
嵐 ALL or NOTHING
嵐 Love so sweet
嵐 いつまでも
嵐 SUNRISE日本
嵐 HORIZON
嵐 もどり雨
嵐 涙の流れ星
嵐 Di-Li-Li
嵐 Oh Yeah!
嵐 Happiness
嵐 台風ジェネレーション-Typhoon Generation-
嵐 明日に向かって吠えろ
嵐 感謝カンゲキ雨嵐
嵐 ココロチラリ
嵐 On Sunday
嵐 君のために僕がいる
嵐 Step and Go
嵐 冬を抱きしめて
嵐 虹の彼方へ
嵐 YOUR SONG
嵐 One Love
嵐 truth
嵐 風の向こうへ
嵐 PIKA☆NCHI
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歌手名（50音順） 曲名
嵐 とまどいながら
嵐 消えぬ想い
嵐 うたかた
嵐 together,forever
嵐 wanna be...
嵐 PIKA☆☆NCHI DOUBLE
嵐 言葉より大切なもの
嵐 ハダシの未来
嵐 Hero
嵐 DANGAN-LINER
嵐 サワレナイ
嵐 愛と勇気とチェリーパイ
嵐 helpless
嵐 アレルギー
嵐 恋はブレッキー
嵐 イチオクノホシ
嵐 二人の記念日
嵐 NA!NA!NA!!
嵐 夏の終わりに想うこと
嵐 Ready To Fly
嵐 キャラメル・ソング
嵐 COOL & SOUL
嵐 Secret Eyes
嵐 CARNIVAL NIGHT part 2
嵐 シルバーリング
嵐 LOVE PARADE
嵐 Future
嵐 Firefly
嵐 太陽の世界
嵐 Carry on
嵐 ROCK YOU
嵐 風
嵐 Be with you
嵐 LIFE
嵐 Love Situation
嵐 五里霧中
嵐 冬のニオイ
嵐 Thank you for my days
嵐 EYES WITH DELIGHT
嵐 RAINBOW
嵐 優しくって少しバカ
嵐 Dear My Friend
嵐 君だけを想ってる
嵐 チェックのマフラー
嵐 途中下車
嵐 Beautiful days
嵐 君は少しも悪くない
嵐 IROあせないで
嵐 いま愛を語ろう
嵐 WOW!!
嵐 Crazy groundの王様
嵐 Lucky Man
嵐 身長差のない恋人
嵐 嵐のまえの静けさ
嵐 Blue
嵐 パレット
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歌手名（50音順） 曲名
嵐 どんな言葉で
嵐 Overture
嵐 夏の名前
嵐 ROMANCE
嵐 Lai-Lai-Lai
嵐 Days
嵐 素晴らしき世界
嵐 風見鶏
嵐 Do my best
嵐 シリウス
嵐 Flashback
嵐 声
嵐 My Answer
嵐 Life goes on
嵐 Believe
嵐 トビラ
嵐 明日の記憶
嵐 Crazy Moon ～キミ・ハ・ムテキ～
嵐 Everything
嵐 season
嵐 Re(mark)able
嵐 5×10
嵐 スーパーフレッシュ
嵐 Troublemaker
嵐 揺らせ、今を
嵐 もう一歩
嵐 Monster
嵐 スパイラル
嵐 空高く
嵐 リフレイン
嵐 ギフト
嵐 let me down
嵐 Don't stop
嵐 むかえに行くよ
嵐 kagero
嵐 Summer Splash!
嵐 over
嵐 タイムカプセル
嵐 Dear Snow
嵐 果てない空
嵐 STORY
嵐 maboroshi
嵐 あの日のメリークリスマス
嵐 ever
嵐 僕が僕のすべて
嵐 忘れられない
嵐 Hey Hey Lovin' You
嵐 La tormenta 2004
嵐 Still...
嵐 Snowflake
嵐 ファイトソング
ARASHI 道
安良城紅 Step
アラジン(バンド) 完全無欠のロックンローラー
アラジン 陽は、また昇る
alan 悲しみは雪に眠る
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歌手名（50音順） 曲名
alan Diamond
alan 久遠の河
ARIANNE Komm,susser Tod
有坂美香 Life Goes On
有坂美香 dis-〈CLUB MIX Version〉
有坂美香 月迷風影(ゲツメイフウエイ)
アリス 狂った果実
アリス 秋止符
アリス 遠くで汽笛を聞きながら
アリス 冬の稲妻
アリス ジョニーの子守唄
アリス チャンピオン
アリス 今はもうだれも
アリス 帰らざる日々
Alice moving on
Alice Nine(アリス九號.) Stargazer:
Alice Nine(アリス九號.) 閃光
Alice Nine(アリス九號.) CROSS GAME
Alice Nine(アリス九號.) 春夏秋冬
ALI PROJECT ピアニィ・ピンク
ALI PROJECT コッペリアの柩
ALI PROJECT 聖少女領域
ALI PROJECT 地獄の季節
ALI PROJECT 赤と黒
ALI PROJECT 禁じられた遊び
ALI PROJECT 月蝕グランギニョル
ALI PROJECT 未來のイヴ
ALI PROJECT 阿修羅姫
ALI PROJECT 刀と鞘
ALI PROJECT 戦争と平和
ALI PROJECT 亡國覚醒カタルシス
ALI PROJECT 勇侠青春謳
ALI PROJECT 地獄の門
ALI PROJECT 堕天國宣戦
ALI PROJECT 薔薇獄乙女
ALI PROJECT 暗黒天国
ALI PROJECT 跪いて足をお嘗め
ALI PROJECT 暗黒サイケデリック
ALI PROJECT コトダマ
ALI PROJECT 鬼帝の剣
ALI PROJECT 裸々イヴ新世紀
ALI PROJECT 嵐ヶ丘
ALI PROJECT わが臈たし悪の華
ALI PROJECT 愛と誠
ALI PROJECT 人生美味礼讃
ALI PROJECT GOD DIVA
ALI PROJECT KING KNIGHT
ALI PROJECT 六道輪廻サバイバル
aluto 道 ～to you all
ALvino Close to you
THE ALFEE メリーアン
THE ALFEE 恋人達のペイヴメント
THE ALFEE 星空のディスタンス
THE ALFEE 君が通り過ぎたあとに -DON'T PASS ME BY-
THE ALFEE Brave Love ～Galaxy Express 999
THE ALFEE 宇宙戦艦ヤマト 2009 with Symphonic Orchestra
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歌手名（50音順） 曲名
THE ALFEE 木枯しに抱かれて…
アルベルト・シロマ 叫び:かっちゃん 琉神マブヤー ～魂の戦士～
the ARROWS ONE NIGHT STAR
杏 どんなときも。
ANZA 扉をあけて
安西マリア 涙の太陽
アンサンブル・ボッカ 行け行け飛雄馬
&G(アンジー) Wonderful Life
angela Shangri-La
angela Separation
angela 明日へのbrilliant road
angela 蒼穹
angela 蒼い春
angela Spiral
angela オルタナティヴ
angela Beautiful fighter
アンジェラ・アキ Kiss Me Good-Bye
アンジェラ・アキ This Love
アンジェラ・アキ サクラ色
アンジェラ・アキ 津軽海峡・冬景色
アンジェラ・アキ 手紙 ～拝啓 十五の君へ～
アンジェラ・アキ HOME
アンジェラ・アキ 始まりのバラード
アンジェラ・アキ 手紙 ～拝啓 十五の君へ～〈合唱バージョン〉
アンジェラ・アキ 手紙 ～拝啓 十五の君へ～〈strings version〉
Angelo El Dorado
Angelo FATE
Angelo 光の記憶
あんしんパパ はじめてのチュウ
杏さゆり 画用紙
安全地帯 恋の予感
安全地帯 ワインレッドの心
安全地帯 悲しみにさよなら
安全地帯 熱視線
安全地帯 プルシアンブルーの肖像
安全地帯 好きさ
安全地帯 I Love You からはじめよう
安全地帯 月に濡れたふたり
安全地帯 じれったい
安全地帯 真夜中すぎの恋
安全地帯 碧い瞳のエリス
安全地帯 マスカレード
安全地帯 Friend
安全地帯 あの頃へ
安全地帯 あなたに
安全地帯 蒼いバラ
安全地帯 ワインレッドの心〈2010ヴァージョン〉
安全地帯 恋の予感〈2010ヴァージョン〉
アンダーグラフ ツバサ
アンディ 失われた伝説を求めて
アンティック-珈琲店- メープルガンマン
アンティック-珈琲店- スノーシーン
アンティック-珈琲店- 夏恋★夏GAME
アンティック-珈琲店- 覚醒ヒロイズム ～THE HERO WITHOUT A "NAME"～
アンティック-珈琲店- 流星ロケット
アンティック-珈琲店- Cherry咲く勇気!!
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歌手名（50音順） 曲名
アンティック-珈琲店- スマイル一番 イイ♀
andymori CITY LIGHTS
anNina 対象a
アンパンマンとなかまたち すすめ!アンパンマン号(ごう)
amplified MR.RAINDROP〈全英語詞〉
杏里 砂浜
杏里 SUMMER CANDLES
杏里 スノーフレイクの街角
杏里 悲しみがとまらない
杏里 オリビアを聴きながら
杏里 CAT'S EYE〈NEW TAKE〉
杏里 ドルフィン・リング
杏里 コットン気分
杏里 CAT'S EYE
杏里 オリビアを聴きながら -アルバム「ANRI AGAIN ～Best Of Myself～」
UNLIMITS ハルカカナタ
アン・ルイス 美人薄命
アン・ルイス 六本木心中
アン・ルイス リンダ
アン・ルイス 天使よ故郷を見よ
アン・ルイス あゝ無情
アン・ルイス WOMAN
アン・ルイス ラ・セゾン
アン・ルイス グッド・バイ・マイ・ラブ
アン・ルイス 女はそれを我慢できない
アン・ルイス 夜に傷ついて
EasyPop ハッピーシンセサイザ
飯島真理 リンゴの森の子猫たち
飯島真理 愛・おぼえていますか
飯島真理 夢色のスプーン
飯島真理 天使の絵の具
飯塚雅弓/愛河里花子 ラプラスにのって
ET-KING ギフト
ET-KING さよならまたな
ET-KING ふたりの歌
ET-KING ヤッターマンの歌
ET-KING 君想う花
ET-KING 新恋愛
ET-KING サクラサク
ET-KING 凸凹(デコボコ)
ET-KING 愛しい人へ〈2010〉
ET-KING 最後の言葉 feat.h
ET-KING 愛しい人へ
ET-KING feat.千秋 はじまりの言葉
I'iwi にんげんっていいな
I'iwi 残酷な天使のテーゼ
I'iwi 君をのせて
I'iwi おどるポンポコリン
I'iwi ハレ晴れユカイ
家入レオ Shine
YeLLOW Generation 北風と太陽
YeLLOW Generation 扉の向こうへ
Yellow Cherry 君を想う
THE YELLOW MONKEY 嘆くなり我が夜のファンタジー
THE YELLOW MONKEY 悲しき Asian Boy
THE YELLOW MONKEY Tactics
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歌手名（50音順） 曲名
THE YELLOW MONKEY JAM
THE YELLOW MONKEY 熱帯夜
THE YELLOW MONKEY SPARK
THE YELLOW MONKEY 楽園
THE YELLOW MONKEY LOVE LOVE SHOW
THE YELLOW MONKEY 花吹雪
THE YELLOW MONKEY BURN
THE YELLOW MONKEY 球根
THE YELLOW MONKEY MY WINDING ROAD
THE YELLOW MONKEY バラ色の日々
THE YELLOW MONKEY パール
THE YELLOW MONKEY プライマル。
YEN TOWN BAND Swallowtail Butterfly ～あいのうた～
伊織 キミがいれば
伊織 ぼくがいる ～コナンのテーマ～
イカ娘(金元寿子) これが海への愛じゃなイカ!
五十嵐浩晃 ペガサスの朝
イカロス(早見沙織) fallen down
いきものがかり HANABI
いきものがかり 青春のとびら
いきものがかり 花は桜 君は美し
いきものがかり 帰りたくなったよ
いきものがかり ブルーバード
いきものがかり 歩いていこう
いきものがかり 流星ミラクル
いきものがかり コイスルオトメ
いきものがかり うるわしきひと
いきものがかり 夏空グラフィティ
いきものがかり 青春ライン
いきものがかり 気まぐれロマンティック
いきものがかり message
いきものがかり Happy Smile Again
いきものがかり 茜色の約束
いきものがかり 残り風
いきものがかり スパイス・マジック
いきものがかり かげぼうし
いきものがかり くちづけ
いきものがかり 僕はここにいる
いきものがかり プギウギ
いきものがかり 幻
いきものがかり 帰りたくなったよ〈acoustic version〉
いきものがかり ふたり
いきものがかり ホタルノヒカリ
いきものがかり YELL
いきものがかり なくもんか
いきものがかり ハジマリノウタ ～遠い空澄んで～
いきものがかり 夢見台
いきものがかり 真昼の月
いきものがかり 秋桜
いきものがかり ふたり〈Album version〉
いきものがかり てのひらの音
いきものがかり How to make it
いきものがかり 未来惑星
いきものがかり 明日へ向かう帰り道
いきものがかり 時をかける少女
いきものがかり ノスタルジア
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歌手名（50音順） 曲名
いきものがかり YELL-合唱付-
いきものがかり ありがとう
いきものがかり キミがいる
いきものがかり 今走り出せば
いきものがかり スピリッツ
いきものがかり 風と未来
いきものがかり 夏・コイ -2010 version-
いきものがかり 雪やまぬ夜二人 -2010 version-
いきものがかり 笑ってたいんだ
いきものがかり NEW WORLD MUSIC
いきものがかり SAKURA
いきものがかり 雪やまぬ夜二人
いきものがかり KIRA★KIRA★TRAIN
いきものがかり 君と歩いた季節
いきものがかり ひなげし
いきものがかり いろはにほへと
いきものがかり 夏・コイ
いきものがかり タユムコトナキナガレノナカデ
いきものがかり SAKURA〈acoustic version〉
いきものがかり 最後の放課後
いきものがかり @miso soup
いきものがかり ソプラノ
いきものがかり ちこくしちゃうよ
いきものがかり ニセモノ
いきものがかり 月とあたしと冷蔵庫
いきものがかり 茜色の約束〈acoustic version〉
いきものがかり ホットミルク
いきものがかり 卒業写真
いきものがかり 心の花を咲かせよう
いきものがかり じょいふる
いきものがかり 木綿のハンカチーフ
いきものがかり 心一つあるがまま
イギリス(CV:杉山紀彰) 絶対不敗英国紳士
イギリス(CV:杉山紀彰) パブってGO!
IKU 木の芽風
IKU Rimless ～フチナシノセカイ～
IKU 誓い言 ～スコシだけもう一度～
生沢佑一 EYE'S
生沢佑一 WARRIORS
池田彩 ♯キボウレインボウ♯
池田彩 ワンダフル↑パワフル↑ミュージック!!
池田彩 Alright!ハートキャッチプリキュア!
池田彩&工藤真由 HEART GOES ON
池田綾子 プリズム
池田綾子 空の欠片
池田彩/コーラス:ヤング・フレッシュ キラキラ Kawaii!! プリキュア大集合♪ ～キボウの光～
池田鴻/フィーリングフリー 永遠にアムロ
池田鴻/フィーリングフリー/ミュージッククリエイション 翔べ! ガンダム
池田聡 モノクローム・ヴィーナス
池田輝郎 人生みなと
池田輝郎 北の夜風
池田輝郎 湯の町哀歌
池田輝郎 雨の夜汽車
IKECHAN ケヤキの神
イケメン侍(越前リョーマ/手塚国光/跡部景吾/幸村精市/真田弦一郎
/木手永四郎/白石蔵ノ介)

Dear Prince ～テニスの王子様達へ～
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歌手名（50音順） 曲名
諫山実生 月のワルツ
諫山実生 虹色ラブレター
井沢八郎 ああ上野駅
石井竜也 君をつれて
石井竜也 君をのせて
石井竜也 RIVER
石川さゆり 風の盆恋歌
石川さゆり 津軽海峡・冬景色
石川さゆり 天城越え
石川さゆり 大阪つばめ
石川さゆり 波止場しぐれ
石川さゆり 滝の白糸
石川さゆり 夫婦善哉
石川さゆり 能登半島
石川さゆり 大阪のおんな
石川さゆり 人生情け舟
石川さゆり 人間模様
石川さゆり だいこんの花
石川さゆり 天の夕顔
石川さゆり 緑のふるさと
石川進/荒川少年少女合唱隊 ど根性ガエル
石川セリ Moonlight Surfer
石川智晶(石川知亜紀) もう何も怖くない、怖くはない
石川智晶(石川知亜紀) 不完全燃焼
石川智晶(石川知亜紀) スイッチが入ったら
石川智晶(石川知亜紀) First Pain
石川智晶(石川知亜紀) 落涙
石川智晶(石川知亜紀) アンインストール
石川智晶(石川知亜紀) Prototype
石川智晶(石川知亜紀) Vermillion
石川秀美 ゆ・れ・て湘南
石川ひとみ まちぶせ
石川優子&チャゲ ふたりの愛ランド
いしだあゆみ あなたならどうする
いしだあゆみ ブルー・ライト・ヨコハマ
石田燿子 永遠の花
石田燿子 STRIKE WITCHES 2 ～笑顔の魔法～
石田燿子 STRIKE WITCHES ～わたしにできること～
石野真子 狼なんか怖くない
石橋正次 夜明けの停車場
石原詢子 みれん酒
石原詢子 寿 契り酒
石原詢子 しあわせの花
石原詢子 風よ吹け
石原詢子 ひとり日本海
石原裕次郎 みんな誰かを愛してる
石原裕次郎 恋の町札幌
石原裕次郎 北の旅人
石原裕次郎 わが人生に悔いなし
石原裕次郎 思い出さがし
石原裕次郎 夜霧よ今夜も有難う
石原裕次郎 ブランデーグラス
石原裕次郎 おれの小樽
石原裕次郎 粋な別れ
石原裕次郎 想い出はアカシア
石原裕次郎 港町 涙町 別れ町
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歌手名（50音順） 曲名
石原裕次郎 嵐を呼ぶ男
石原裕次郎 サヨナラ横浜
石原裕次郎 よこはま物語
石原裕次郎 時間よお前は…
石原裕次郎/川中美幸 恋の町札幌
石原裕次郎/八代亜紀 別れの夜明け
石嶺聡子 花
伊集加代子/ヨーデル/ネリー・シュワルツ おしえて
泉こなた(平野綾)、柊かがみ(加藤英美里)、柊つかさ(福原香織)、高
良みゆき(遠藤綾)

もってけ!セーラーふく

泉こなた(平野綾)、柊かがみ(加藤英美里)、柊つかさ(福原香織)、高
良みゆき(遠藤綾)

もってけ!セーラーふく〈メタボ対策Mix〉

泉こなた(平野綾)、柊かがみ(加藤英美里)、柊つかさ(福原香織)、高
良みゆき(遠藤綾)

かえして!ニーソックス

泉谷しげる 春夏秋冬
泉谷しげる ゲゲゲの鬼太郎
石動美緒(cv.竹達彩奈) HELP!! -Hell side-
李成愛(イ・ソンエ) 離別(わかれ)[イビョル]〈全日本語詞〉
李成愛(イ・ソンエ) 釜山港へ帰れ〈全日本語詞〉
板野友美 Thank you
板野友美 Stay by my side
板野友美 Dear J
板野友美 TUNNEL
板野友美 ふいに
伊田恵美 月の明り -ファイナルファンタジーIV 愛のテーマ-
イタリア(CV:浪川大輔) はたふってパレード
イタリア(CV:浪川大輔) まるかいて地球
イタリア(CV:浪川大輔) おいしい☆トマトのうた
イタリア(CV:浪川大輔) お湯をひとわかししよう♪
市井紗耶香/中澤裕子 翼をください
市川由紀乃 桟橋時雨
市川由紀乃 花の咲く日まで
市川由紀乃 海峡の夜が明ける
市川由紀乃 女の潮路
ICHIKO 小さな僕らの大きなハート
ICHIKO YOU'RE THE ONE
ICHIKO First kiss
ICHIKO I SAY YES
一ノ瀬トキヤ(宮野真守) 星屑☆Shall we dance?
一ノ瀬トキヤ(宮野真守) 七色のコンパス
一ノ瀬トキヤ(宮野真守) My Little Little Girl
一ノ瀬トキヤ(宮野真守) BELIEVE☆MY VOICE
一ノ瀬トキヤ(宮野真守)、神宮寺レン(諏訪部順一)、来栖翔(下野紘) 無限のトリニティ
五木ひろし 旅鴉(たびがらす)
五木ひろし おしどり
五木ひろし よこはま・たそがれ
五木ひろし 夜空
五木ひろし 細雪
五木ひろし 浪花盃
五木ひろし 暖簾
五木ひろし 待っている女
五木ひろし そして…めぐり逢い
五木ひろし 人生かくれんぼ
五木ひろし 灯りが欲しい
五木ひろし おまえとふたり
五木ひろし 倖せさがして
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歌手名（50音順） 曲名
五木ひろし 長崎から船に乗って
五木ひろし 千曲川
五木ひろし 港の五番町
五木ひろし おはん
五木ひろし べにばな
五木ひろし 汽笛
五木ひろし 酒 尽尽
五木ひろし ふりむけば日本海
五木ひろし 高瀬舟
五木ひろし 山河
五木ひろし ゆめかぜ
五木ひろし 君恋し
五木ひろし 別れの一本杉
五木ひろし 凍て鶴
五木ひろし おしろい花
五木ひろし 月物語
五木ひろし 街
五木ひろし 雪見酒〈2010新録〉
五木ひろし 世界に一つだけの花
五木ひろし 夜明けのブルース
ISSA×SoulJa+ROLA i hate u
一世風靡セピア 前略、道の上より
5つの赤い風船 遠い世界に
一十木音也(CV.寺島拓篤)、一ノ瀬トキヤ(CV.宮野真守) ROULETTE
一十木音也(寺島拓篤) 虹色☆OVER DRIVE!
一十木音也(寺島拓篤) Over the Rainbow
一十木音也(寺島拓篤) BRAND NEW MELODY
一十木音也(寺島拓篤) TRUST☆MY DREAM
一十木音也(寺島拓篤)、聖川真斗(鈴村健一)、四ノ宮那月(谷山紀章) AMAZING LOVE
一十木音也(寺島拓篤)、聖川真斗(鈴村健一)、四ノ宮那月(谷山紀章) 永遠のトライスター
一十木音也(寺島拓篤)、聖川真斗(鈴村健一)、四ノ宮那月(谷山紀
章)、一ノ瀬トキヤ(宮野真守)、神宮寺レン(諏訪部順一)、来栖翔(下
野紘)

Welcome to UTA☆PRI world!!

一風堂 すみれ September Love
いつもここから アルゴリズムたいそう
いつもここから アルゴリズムこうしんMAX
いつもここから アルゴリズムこうしん
五輪真弓 恋人よ
五輪真弓 熱いさよなら
五輪真弓 リバイバル
井手綾香 雲の向こう
出原千花子/ヤング・フレッシュ ふしぎなメルモ
井出泰彰 Reckless fire
伊藤かな恵 メタメリズム
伊藤かな恵 つまさきだち
いとうかなこ Hacking to the Gate
いとうかなこ F.D.D.
伊東きよ子 花と小父さん
伊藤咲子 乙女のワルツ
伊藤咲子 ひまわり娘
伊藤咲子 木枯しの二人
伊藤さやか 恋の呪文はスキトキメキトキス
伊藤祥平 Dream of Life
伊藤つかさ 少女人形
伊藤敏博 サヨナラ模様
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歌手名（50音順） 曲名
伊藤奈央 in FIX Go-Round
伊藤久男 山のけむり
伊藤久男 あざみの歌
伊東ゆかり 恋のしずく
伊東ゆかり 小指の想い出
伊藤由奈 Faith
伊藤由奈 Precious
伊藤由奈 Precious〈wedding extended ver.〉
伊藤由奈 I'm Here
伊藤由奈 miss you
伊藤由奈 trust you
伊藤由奈 守ってあげたい
伊藤由奈 trust you〈ガンダム00 Version〉
稲垣潤一 エスケイプ
稲垣潤一 ロング・バージョン
稲垣潤一 雨のリグレット
稲垣潤一 バチェラー・ガール
稲垣潤一 夏のクラクション
稲垣潤一 ドラマティック・レイン
稲垣潤一 1ダースの言い訳
稲垣潤一 思い出のビーチクラブ
稲垣潤一 クリスマスキャロルの頃には
175R ハッピーライフ
175R 空に唄えば
175R 「手紙」
因幡晃 夕映えを待ちながら
因幡晃 わかって下さい
因幡晃 別涙(わかれ)
稲葉浩志 Okay
稲葉浩志 赤い糸
稲葉浩志 この手をとって走り出して
井上あずみ 君をのせて
井上あずみ となりのトトロ
井上あずみ めぐる季節
井上あずみ まいご
井上あずみ ビリーヴ
井上あずみ/杉並児童合唱団 さんぽ
井上順 フレーミーのうた
井上ジョー 風のごとく
井上ジョー CLOSER
井上大輔 哀 戦士
井上大輔 めぐりあい
井上大輔 風にひとりで
井上大輔 ビギニング
井上奈保 ゆめいっぱい 〈Kashin Hayshi〉
井上由美子 港のほたる草
井上陽水 傘がない
井上陽水 新しいラプソディー
井上陽水 白い一日
井上陽水 少年時代
井上陽水 いっそ セレナーデ
井上陽水 心もよう
井上陽水 ジェラシー
井上陽水 リバーサイド ホテル
井上陽水 闇夜の国から
井上陽水 氷の世界
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歌手名（50音順） 曲名
井上陽水 いつのまにか少女は
井上陽水 Make-up Shadow
井上陽水 東へ西へ
井上陽水 夏まつり
井上陽水 夢の中へ
井上陽水 5月の別れ
井上陽水 人生が二度あれば
井上陽水 青空、ひとりきり
井上陽水 能古島の片想い
井上陽水 小春おばさん
井上陽水 帰れない二人
井上陽水 花の首飾り
井上陽水 飾りじゃないのよ 涙は
井上陽水 ワインレッドの心
井上陽水 ダンスはうまく踊れない
井上陽水 恋の予感
井上陽水 MAP
井上陽水/安全地帯 夏の終りのハーモニー
井上陽水奥田民生 ありがとう
井上陽水奥田民生 アジアの純真
LEE HONG GI feat.Rap JUNG YONG HWA 約束(日本語ver.)
今井美樹 彼女とTIP ON DUO
今井美樹 瞳がほほえむから
今井美樹 幸せになりたい
今井美樹 PIECE OF MY WISH
今井美樹 雨にキッスの花束を
今井美樹 オレンジの河
今井美樹 Miss You
今井美樹 空に近い週末
今井美樹 半袖
今井美樹 PRIDE
今井美樹 愛の詩
今井美樹 Goodbye Yesterday
今井美樹 × 小渕健太郎 with 布袋寅泰 + 黒田俊介 太陽のメロディー
今井ゆうぞう ジャングルポケット
今井ゆうぞう/はいだしょうこ おすしのピクニック
今井ゆうぞう/はいだしょうこ このゆびとまれ
今井ゆうぞう/はいだしょうこ タンポポ団にはいろう!!
今井ゆうぞう/はいだしょうこ にじのいろとおほしさま
今井ゆうぞう/はいだしょうこ アップルパイひとつ
今井ゆうぞう/はいだしょうこ 月夜のポンチャラリン
今井ゆうぞう/はいだしょうこ ぼくときみ
今井ゆうぞう/はいだしょうこ すずめがサンバ
今井ゆうぞう/はいだしょうこ ふしぎはすてき
今井ゆうぞう/はいだしょうこ 風のおはなし
今井ゆうぞう/はいだしょうこ こどもがいっぱいわらってる
今井ゆうぞう/はいだしょうこ いっしょにつくったら
今井ゆうぞう/はいだしょうこ ママゴリラ
今井ゆうぞう/はいだしょうこ しゃぼんだまいっぱい
今井ゆうぞう/はいだしょうこ やるきまんまんマンとウーマン
今井ゆうぞう/はいだしょうこ ずんずんあるいて
今井ゆうぞう/はいだしょうこ きみのこえ
今井ゆうぞう/はいだしょうこ 夢の中のダンス
今井ゆうぞう/はいだしょうこ/佐藤弘道/タリキヨコ たのしいね
今井ゆうぞう/はいだしょうこ/佐藤弘道/タリキヨコ/スプー/アネ
ム/ズズ/ジャコビ

風とパレード
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歌手名（50音順） 曲名
今井ゆうぞう/はいだしょうこ/佐藤弘道/タリキヨコ/スプー/アネ
ム/ズズ/ジャコビ

誰にだっておたん生日

イマクニ? ポケモン言えるかな?
イマクニ?/チューヤン/鈴木史郎 ポケモン言えるかneo?
忌野清志郎 パパの歌
イモ欽トリオ ハイスクール・ララバイ
入江正一(豊永利行) No Control
入江正一(豊永利行)&スパナ(津田健次郎) シミュレーション
イルカ 雨の物語
イルカ なごり雪
イルカ 海岸通
イルカ サラダの国からきた娘
イルカ まあるいいのち
岩崎宏美 聖母たちのララバイ
岩崎宏美 すみれ色の涙
岩崎宏美 思秋期
岩崎宏美 家路
岩崎宏美 ロマンス
岩崎宏美 シンデレラ・ハネムーン
岩崎宏美 二重唱(デュエット)
岩崎宏美 ぼくのベストフレンドへ
岩崎良美 チェッ! チェッ! チェッ!
岩崎良美 タッチ
岩崎良美 愛がひとりぼっち
岩崎良美 青春
岩崎良美 君がいなければ
岩崎良美 情熱物語
岩出和也 雨よ降れ
岩出和也 やすらぎの酒場
岩出和也 おまえに やすらぎを
岩本公水 花筏
岩本公水 みちゆき舟
岩本公水 泣きむし橋
INFINITY 16 welcomez MINMI&西野カナ 真冬のオリオン
INFINITY 16 welcomez MINMI、10-FEET 真夏のオリオン
INFINITY 16 welcomez 若旦那 愛してる
ウィークエンド 岬めぐり
WEAVER Hard to say I love you ～言い出せなくて～
Wish Pray
Wink 淋しい熱帯魚
w-inds. 四季
w-inds. Paradox
w-inds. Forever Memories
w-inds. キレイだ
w-inds. アメあと
w-inds. Everyday
w-inds. New World
w-inds. Let's get it on
UA 情熱
UA 甘い運命
UA 悲しみジョニー
ううあ 春(はる)がきた
ううあ うみ
ううあ・ともとも もりのくまさん
ううあ・ともとも・ドレミノコドモ おもちゃのチャチャチャ
ううあ・ともとも・はるはる・ドレミノコドモ アイアイ
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歌手名（50音順） 曲名
ううあ・ともとも・はるはる・ドレミノコドモ 手のひらを太陽に
ううあ・ドレミノコドモ ゆき
うーたん、オマルン、ベンキー トイレにいっといれ
うーたん/ワンワン うーたんとワンワンのえかきうた
UVERworld SHAMROCK
UVERworld 君の好きなうた
UVERworld endscape
UVERworld シャカビーチ ～Laka Laka La～
UVERworld 浮世CROSSING
UVERworld Just break the limit!
UVERworld 激動
UVERworld 恋いしくて
UVERworld just Melody
UVERworld Colors of the Heart
UVERworld 儚くも永久のカナシ
UVERworld CHANCE!
UVERworld D-tecnoLife
UVERworld 99/100騙しの哲
UVERworld earthy world
UVERworld コロナ
UVERworld 激動〈AwakEVE ver.〉
UVERworld 美影意志
UVERworld 畢生皐月プロローグ
UVERworld Forget
UVERworld YURA YURA
UVERworld GO-ON
UVERworld the truth
UVERworld 哀しみはきっと
UVERworld 撃破
UVERworld GOLD
UVERworld CHANGE
UVERworld 君のまま
UVERworld 心とココロ
UVERworld GO-ON〈2nd-mix〉
UVERworld スパルタ
UVERworld ハイ!問題作
UVERworld バーレル
UVERworld WANNA be BRILLIANT
UVERworld world LOST world
UVERworld 哀しみはきっと〈album ver.〉
UVERworld 若さ故エンテレケイア
UVERworld Ultimate
UVERworld NO.1
UVERworld CORE PRIDE
UVERworld 白昼夢
UVERworld 魑魅魍魎マーチ
UVERworld いつか必ず死ぬことを忘れるな
UVERworld 一石を投じる Tokyo midnight sun
UVERworld ace of ace
UVERworld シークレット
UVERworld 勝者臆病者
UVERworld 一億分の一の小説
UVERworld UNKNOWN ORCHESTRA
UVERworld モノクローム ～気付けなかったdevotion～
UVERworld Roots
UVERworld counting song-H

23



歌手名（50音順） 曲名
UVERworld 心が指す場所と口癖 そして君がついて来る
UVERworld 神集め
UVERworld Home 微熱39℃
UVERworld ゼロの答
UVERworld 51%
UVERworld DISCORD
UVERworld EMPTY96
UVERworld LIFEsize
UVERworld 君の好きなうた〈Acoustic Version〉
UVERworld ai ta 心
UVERworld マダラ蝶
UVERworld 6つの風
UVERworld クオリア
UVERworld energy
宇浦冴香 休憩時間10分
宇浦冴香 Sha la la-アヤカシ NIGHT-
上杉香緒里 おんな傘
上杉香緒里 裏町ぐらし
植田佳奈(沙羅) Return to the Sea
上田竜也 花の舞う街
上田竜也 RABBIT OR WOLF?
上田竜也 ニートまん
上田正樹 悲しい色やね
上田正樹 わがまま[WA GA MA MA]
上田祐司 タケシのパラダイス
上戸彩 風
上戸彩 贈る言葉
上戸彩 Smile for...
上野樹里 おなら体操
上原あずみ 無色
上原あずみ 青い青いこの地球に
上原多香子 GLORY -君がいるから-
上原敏 妻恋道中
上原敏 流転
上原敏/結城道子 裏町人生
植村花菜 世界一ごはん
植村花菜 やさしさに包まれたなら
植村花菜 光と影
植村花菜 トイレの神様
鵜久森智美 ハッピー・ジャムジャム〈HE SO KAバージョン〉
うしろ髪ひかれ隊 時の河を越えて
右代宮朱志香(井上麻里奈) どっきゅん☆ハート
右代宮真里亞(堀江由衣) ハッピー・ハロウィン MARIA
うしろゆびさされ組 うしろゆびさされ組
うしろゆびさされ組 バナナの涙
ウソップ(山口勝平) ウソップ☆ドロップ
唄うマリーンズ ウイ ラブ マリーンズ
宇多田ヒカル Be My Last
宇多田ヒカル First Love
宇多田ヒカル ぼくはくま
宇多田ヒカル SAKURAドロップス
宇多田ヒカル Letters
宇多田ヒカル Flavor Of Life
宇多田ヒカル Flavor Of Life〈Ballad Version〉
宇多田ヒカル Can You Keep A Secret?
宇多田ヒカル COLORS
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歌手名（50音順） 曲名
宇多田ヒカル 誰かの願いが叶うころ
宇多田ヒカル I LOVE YOU
宇多田ヒカル Prisoner Of Love
宇多田ヒカル 嘘みたいなI Love You
宇多田ヒカル Prisoner Of Love〈Quiet Version〉
宇多田ヒカル Show Me Love(Not A Dream)
うたのおねえさんとおきらく合唱団 ぞうさん〈おこさまダンスミックス〉
うたのおねえさんとおきらく合唱団 ジングル・ベル〈おこさまダンスミックス〉
内田あかり(明里) 最愛の恋人
内田あかり(明里) 永遠の恋人
内田有紀 幸せになりたい
うちやえゆか DANZEN! ふたりはプリキュア〈ver.Max Heart〉
うちやえゆか with Splash Stars まかせて★スプラッシュ☆スター★
内山田洋とクールファイブ 中の島ブルース
内山田洋とクールファイブ 恋唄
内山田洋とクールファイブ 噂の女
内山田洋とクールファイブ 長崎は今日も雨だった
内山田洋とクールファイブ そして、神戸
内山田洋とクールファイブ 逢わずに愛して
内山田洋とクールファイブ 東京砂漠
内海美幸 酔っぱらっちゃった
宇徳敬子 光と影のロマン
宇徳敬子&近藤房之助 Good-by morning ～Medium Version～
海原千里・万里 大阪ラプソディー
宇野ゆう子 サザエさん
宇野ゆう子 サザエさん一家
梅沢富美男 夢芝居
ULTRA-PRISM with イカ娘(CV.金元寿子) 侵略ノススメ☆
ウルフルズ ガッツだぜ!!
ウルフルズ バンザイ ～好きでよかった～
ウルフルズ 暴れだす
ウルフルズ それが答えだ!
ウルフルズ かわいいひと
ウルフルズ サムライソウル
ウルフルズ 笑えれば
ウルフルズ 借金大王
ウルフルズ ええねん
AIR MAIL from NAGASAKI メロスのように -LONELY WAY-
A.N.JELL promise
A.N.JELL ふたり
A.N.JELL alone
A.N.JELL Miss You
エイジアエンジニア エターナルポーズ
ASIAN2 Country Road
H Jungle With t WOW WAR TONIGHT ～時には起こせよムーヴメント～
H Jungle With t GOING GOING HOME
H Jungle With t WOW WAR TONIGHT ～時には起こせよムーヴメント～〈H Jungle Mix〉
HY 366日
AiM アシタハアタシノカゼガフク
AiM いつも いつでも
AK-69 THE RED MAGIC
AK-69 IT'S OK feat.AI
AK-69 Only God Can Judge Me
AK-69 FXXk Off
AK-69 WAYA
AK-69 A to Z feat.ZANG HAOZI
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歌手名（50音順） 曲名
AK-69 雨音 FEAT.LA BONO
AK-69 C・H・A・B・A・N
AK-69 And I Love You So
AK-69 69 Party feat.DJ MOTO a.k.a. DON GRANDE
AK-69 CUT SOLO feat.HI-D
AK-69 a.k.a. KALASSY NIKOFF IRON HORSE -No Mark-
AK-69 a.k.a. KALASSY NIKOFF The Honesty ～My Love Pt.III～
AK-69 a.k.a. KALASSY NIKOFF Ding Ding Dong ～心の鐘～
AKBアイドリング!!! チューしようぜ!
AKBアイドリング!!! 会いたかった
AKB48 青春と気づかないまま
AKB48 抱きしめちゃいけない
AKB48 野菜占い
AKB48 アイスのくちづけ
AKB48 風は吹いている
AKB48 君の背中
AKB48 上からマリコ
AKB48 ノエルの夜
AKB48 呼び捨てファンタジー
AKB48 桜の栞
AKB48 ポニーテールとシュシュ
AKB48 Seventeen
AKB48 あなたがいてくれたから
AKB48 ヘビーローテーション
AKB48 Beginner
AKB48 チャンスの順番
AKB48 予約したクリスマス
AKB48 桜の木になろう
AKB48 偶然の十字路
AKB48 キスまで100マイル
AKB48 少女たちよ
AKB48 Overtake
AKB48 僕にできること
AKB48 恋愛サーカス
AKB48 風の行方
AKB48 わがままコレクション
AKB48 人魚のバカンス
AKB48 君と僕の関係
AKB48 イイカゲンのススメ
AKB48 High school days
AKB48 チームB推し
AKB48 ここにいたこと
AKB48 Everyday、カチューシャ
AKB48 これから Wonderland
AKB48 フライングゲット
AKB48 涙のシーソーゲーム
AKB48 野菜シスターズ
AKB48 ラッキーセブン
AKB48 109
AKB48 ハート型ウイルス
AKB48 僕だけのvalue
AKB48 君について
AKB48 泣ける場所
AKB48 ラブ・ジャンプ
AKB48 胡桃とダイアローグ
AKB48 ALIVE
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歌手名（50音順） 曲名
AKB48 エリアK
AKB48 ヤンキーソウル
AKB48 アンチ
AKB48 黒い天使
AKB48 恋愛禁止条例
AKB48 ツンデレ!
AKB48 AKB参上!
AKB48 残念少女
AKB48 エンドロール
AKB48 虫のバラード
AKB48 愛しさのアクセル
AKB48 炎上路線
AKB48 桜の花びらたち
AKB48 スカート、ひらり
AKB48 会いたかった
AKB48 マジスカロックンロール
AKB48 自分らしさ
AKB48 君と虹と太陽と
AKB48 盗まれた唇
AKB48 僕のYELL
AKB48 マジジョテッペンブルース
AKB48 涙サプライズ!
AKB48 Blue rose
AKB48 MARIA
AKB48 渚のCHERRY
AKB48 言い訳 Maybe
AKB48 飛べないアゲハチョウ
AKB48 草原の奇跡
AKB48 ガラスの I LOVE YOU
AKB48 RIVER
AKB48 君のことが好きだから
AKB48 ひこうき雲〈シアターガールズver.〉
AKB48 純愛のクレッシェンド
AKB48 投げキッスで撃ち落とせ!
AKB48 PARTYが始まるよ
AKB48 気になる転校生
AKB48 涙売りの少女
AKB48 BINGO!
AKB48 僕の太陽
AKB48 Only today
AKB48 夕陽を見ているか?
AKB48 誕生日の夜
AKB48 転がる石になれ
AKB48 ロマンス、イラネ
AKB48 桜の花びらたち2008〈Original Mix〉
AKB48 大声ダイヤモンド
AKB48 初日
AKB48 君はペガサス
AKB48 10年桜
AKB48 桜色の空の下で
AKB48 真夏のSounds good !
AKB48 脳内パラダイス
AKB48 キャンディー
AKB48 抱きしめられたら
AKB48 シアターの女神
AKB48 愛のストリッパー
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歌手名（50音順） 曲名
AKB48 誰かのために ～What can I do for someone?～
AKB48 わがままな流れ星
AKB48 泣きながら微笑んで
AKB48 夜風の仕業
AKB48 RESET
AKB48 ウッホウッホホ
AKB48 制服レジスタンス
AKB48 愛しきナターシャ
AKB48 Pioneer
AKB48 目撃者
AKB48 Virgin love
AKB48 未来の果実
AKB48 禁じられた2人
AKB48 Bird
AKB48(チームPB) 遠距離ポスター
AKB48(チームYJ) Choose me!
エキセントリック少年ボウイ オールスターズ 「エキセントリック少年ボウイ」のテーマ
EXILE HERO
EXILE STAY
EXILE Cross ～never say die～
EXILE EXIT
EXILE ただ…逢いたくて
EXILE YES!
EXILE Lovers Again
EXILE Your eyes only ～曖昧なぼくの輪郭～
EXILE Style
EXILE Fly Away
EXILE song for you
EXILE 道
EXILE 響 ～HIBIKI～
EXILE SUMMER TIME LOVE
EXILE 時の描片 ～トキノカケラ～
EXILE I Believe
EXILE Pure
EXILE You're my sunshine
EXILE Kiss you
EXILE We Will ～あの場所で～
EXILE Together
EXILE Time
EXILE Ti Amo
EXILE fallin'
EXILE こんなにもながい君の不在
EXILE Believe
EXILE Carry On
EXILE O'ver
EXILE ki・zu・na
EXILE Eternal...
EXILE real world
EXILE HEART of GOLD
EXILE Eastern Boyz 'N Eastern Girlz
EXILE Love,Dream & Happiness(EXILES)
EXILE Change My Mind
EXILE Yell
EXILE WON'T BE LONG feat.NEVER LAND
EXILE 彼方から此処へ
EXILE Dream Catcher
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歌手名（50音順） 曲名
EXILE One love
EXILE Distance
EXILE 砂時計
EXILE Fly Away〈PERFECT YEAR 2008 Version〉
EXILE real world〈PERFECT YEAR 2008 Version〉
EXILE 僕へ

EXILE
We Will ～あの場所で～〈Orchestra Version〉〈PERFECT YEAR
2008 Version〉

EXILE One love〈Piano Version〉
EXILE Love,Dream & Happiness〈PERFECT YEAR 2008 Version〉
EXILE ただ…逢いたくて〈PERFECT YEAR 2008 Version〉
EXILE 羽1/2
EXILE M&A
EXILE Your eyes only〈全英語詞〉
EXILE DIAMOND
EXILE 真夏の果実
EXILE Lovers Again〈Orchestra Version〉
EXILE 空から落ちてくるJAZZ
EXILE Beautiful
EXILE love
EXILE sayonara
EXILE Touch The Sky feat.Bach Logic
EXILE 変わらないモノ
EXILE THE NEXT DOOR
EXILE Someday
EXILE 愛すべき未来へ
EXILE FIREWORKS
EXILE 優しい光
EXILE ふたつの唇
EXILE If ～I know～
EXILE A leaf ～螺旋状のサヨナラ～
EXILE Angel
EXILE Heavenly White
EXILE Your Smile
EXILE Someday〈House Mix〉
EXILE Lovers Again～EXILE CHRISTMAS Version～
EXILE HOLY NIGHT～EXILE CHRISTMAS Version～
EXILE I Believe～EXILE CHRISTMAS Version～
EXILE VICTORY
EXILE My Station
EXILE GOING ON
EXILE 願い
EXILE 24karats STAY GOLD
EXILE Make It Last Forever
EXILE 掌の砂
EXILE Angel〈Acoustic Version〉
EXILE もっと強く
EXILE I Wish For You
EXILE I Wish For You -House Mix-
EXILE 以心伝心(Vocal:TAKAHIRO)
EXILE 言葉にできない(Vocal:ATSUSHI)
EXILE 遠く遠く(Vocal:TAKAHIRO,NESMITH,SHOKICHI)
EXILE LA・LA・LA LOVE SONG(Vocal:ATSUSHI,NESMITH)
EXILE 24karats STAY GOLD feat. 三代目 J Soul Brothers/EXILE
EXILE 道〈Piano Version〉
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歌手名（50音順） 曲名

EXILE
Your eyes only ～曖昧なぼくの輪郭～ -シングル「The Birthday ～Ti
Amo～」より-

EXILE 24karats feat.J Soul Brothers and DOBERMAN INC
EXILE careless breath
EXILE 永遠
EXILE HOLY NIGHT
EXILE EVOLUTION
EXILE 君がいるから
EXILE ATSUSHI + AI So Special〈Version EX〉
EXILE&倖田來未 WON'T BE LONG
EXILE feat.VERBAL(m-flo) 銀河鉄道999
EXILE feat.VERBAL(m-flo) 銀河鉄道999 -House Mix-
EGOIST Departures ～あなたにおくるアイの歌～
ECHOES ZOO
EGO-WRAPPIN' くちばしにチェリー
EGO-WRAPPIN' ～Midnight Dejavu～ 色彩のブルース
江崎とし子 スマイル
江崎とし子 そこに空があるから
えすおーえす団 いままでのあらすじ
SKE48 オキドキ
SKE48 1!2!3!4! ヨロシク!
SKE48 バンザイVenus
SKE48 ごめんね、SUMMER
SKE48 TWO ROSES
SKE48 コスモスの記憶
SKE48 誰かのせいにはしない
SKE48 青空片想い
SKE48(teamS) チャイムはLOVE SONG
SKE48(teamS) 強き者よ
SKE48(teamS) 手をつなぎながら
SDN48 Everyday、カチューシャ(SDN48 ver.)
越前リョーマ NEVER END
越前リョーマ 約束
越前リョーマ Dreaming on the Radio
越前リョーマ ACROSS MY LINE
越前リョーマ 花びらの行方
越前リョーマ&遠山金太郎 50/50
X JAPAN(X) WEEK END
X JAPAN(X) 紅
X JAPAN(X) ENDLESS RAIN
X JAPAN(X) Rusty Nail
X JAPAN(X) BLUE BLOOD
X JAPAN(X) Joker
X JAPAN(X) Silent Jealousy
X JAPAN(X) Longing ～跡切れたmelody～
X JAPAN(X) DAHLIA
X JAPAN(X) Forever Love
X JAPAN(X) CRUCIFY MY LOVE〈全英語詞〉
X JAPAN(X) SCARS
X JAPAN(X) 紅(KURENAI)〈全英語詞〉
X JAPAN(X) Silent Jealousy〈Live Version〉
X JAPAN(X) Forever Love〈Acoustic Version〉
X JAPAN(X) ART OF LIFE〈Radio Edit〉〈全英語詞〉
H2O 想い出がいっぱい
H2O 想い出がいっぱい ～the 21st century～
江戸川コナン ぼくがいる ～コナンのテーマ～
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歌手名（50音順） 曲名
NHK東京放送児童合唱団 はじめの一歩
N・S・P 夕暮れ時はさびしそう
N・S・P 八十八夜
NMB48 オーマイガー!
NMB48 絶滅黒髪少女
NMB48 青春のラップタイム
NG HEAD 大阪プライド feat.BOOGIE MAN，SHINGO☆西成，KENTY GROSS
NYC 勇気100%
NYC ゆめのタネ
NYC よく遊びよく学べ
NYC ユメタマゴ
NYC 十月の雨シズク
NYC アナザーワールド～未来の僕らへ～
NYC boys NYC
NYC boys 蒼い季節
榎本温子/鈴木千尋 夢の中へ
榎本くるみ 冒険彗星
FTISLAND Distance
FTISLAND So today...
FTISLAND SATISFACTION
FTISLAND ハルカ
FTISLAND Brand-new days
FTISLAND Music Life
FTISLAND Flower Rock
FTISLAND The One〈全英語詞〉
FTISLAND Boom Boom Boom
FTISLAND いつか
Every Little Thing 恋文
Every Little Thing Time goes by〈ACOUSTIC:LATTE Version〉
Every Little Thing Feel My Heart
Every Little Thing Future World
Every Little Thing Dear My Friend
Every Little Thing For the moment
Every Little Thing 出逢った頃のように
Every Little Thing Time goes by
Every Little Thing FOREVER YOURS
Every Little Thing NECESSARY
Every Little Thing Over and Over
Every Little Thing きみの て
Every Little Thing Someday,Someplace
Every Little Thing スイミー
Every Little Thing Pray
Every Little Thing jump
Every Little Thing キヲク
Every Little Thing sure
Every Little Thing Rescue me
Every Little Thing 恋をしている
Every Little Thing 冬がはじまるよ feat.槇原敬之
Every Little Thing 愛のカケラ
Every Little Thing fragile
Every Little Thing Graceful World
Every Little Thing サクラビト
Every Little Thing あたらしい日々
Every Little Thing UNSPEAKABLE
Every Little Thing nostalgia
Every Little Thing Grip!
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歌手名（50音順） 曲名
Every Little Thing ゆらゆら
Every Little Thing ソラアイ
Every Little Thing またあした
Every Little Thing Time goes by〈Eurosenti Mix〉
Every Little Thing country road〈全英語詞〉
Every Little Thing 愛の謳
Every Little Thing 宙 -そら-
Every Little Thing 響 -こえ-
Every Little Thing アイガアル
Mi 未来の地図
M・S・J ハッピー・ジャムジャム
MM学園 合唱部 めちゃモテ I LOVE YOU
MM学園 合唱部 キレイになりたい
MM学園 合唱部 めちゃモテ!サマー
MM3(東條潮・西崎青・南雲波人) こころ 君に届け
m-flo come again
m-flo loves YOSHIKA let go
Aimer 六等星の夜
ELLIS 千の夜と一つの朝
ELISA Real Force
ELISA Wonder Wind
ELISA Dear My Friend -まだ見ぬ未来へ-
エリオをかまってちゃん Os-宇宙人
ERIKA FREE
江利チエミ 新妻に捧げる歌
L⇔R(エルアール) KNOCKIN' ON YOUR DOOR
LM.C The LOVE SONG
LM.C 星の在処。-ホシノアリカ-
LM.C BOYS&GIRLS
LM.C 88
エルザ(CV:大原さやか) Wings of Liberty
Lc5 STORY
LGMonkees 3090～愛のうた～
LGYankees ウェディングロード feat. Noa
LGYankees マジありがとう feat. 吉見一星
LGYankees Dear Mama feat.小田和正
LGYankees Love Sick feat.中村舞子
LGYankees Good Luck Homies feat.山猿
LGYankees&GIPPER KO.A.KU.MA feat.NOA
ELLEGARDEN Salamander〈全英語詞〉
ELLEGARDEN Space Sonic〈全英語詞〉
ELLEGARDEN サンタクロース
ELLEGARDEN 風の日
ELLEGARDEN Supernova〈全英語詞〉
ELLEGARDEN Make A Wish〈全英語詞〉
ELLEGARDEN スターフィッシュ
ELLEGARDEN Missing
ELLEGARDEN Funny Bunny
ELLEGARDEN ジターバグ
ELLEGARDEN 金星
ELLEGARDEN The Autumn Song〈全英語詞〉
ELLEGARDEN Red Hot〈全英語詞〉
ELLEGARDEN モンスター
ELLEGARDEN Marry Me〈全英語詞〉
ELLEGARDEN 虹
ELLEGARDEN アッシュ
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歌手名（50音順） 曲名
ELLEGARDEN 高架線
エレファントカシマシ 悲しみの果て
エレファントカシマシ 今宵の月のように
エレファントカシマシ 風に吹かれて
エレファントカシマシ ハナウタ ～遠い昔からの物語～
エレファントカシマシ 俺たちの明日
エレファントカシマシ 桜の花、舞い上がる道を
遠藤正明 勇者王誕生!
遠藤正明 戦士よ、起ち上がれ!
遠藤正明 明日への道 ～Going my way!!～
遠藤正明 本気戦隊ガチレンジャー
遠藤正明 BELIEVE IN NEXUS
遠藤正明 Clear Mind
遠藤正明 創聖のアクエリオン
及川光博 君がまってる
及川光博 GO AHEAD!!
おいしいうたファミリー 明日の空
the OYSTARS なんか幸せ
欧陽菲菲 ラヴ・イズ・オーヴァー
欧陽菲菲 雨のエア・ポート
桜蘭高校ホスト部 また明日!
大石秀一郎 恋風
大石まどか(大石 円) 京都の雨
大石まどか(大石 円) 夜の舟
大石まどか(大石 円) もどり橋
大泉逸郎 これから音頭
大泉逸郎 孫
大泉洋 with STARDUST REVUE 本日のスープ
大江千里 格好悪いふられ方
大江千里 夏の決心
大江千里 GLORY DAYS
大江裕 のろま大将
大江裕 涙そうそう
大川栄策 さざんかの宿
大川栄策 舞酔い雪
大川栄策 恋吹雪
大川栄策 雨の港
大川栄策 駅
大川栄策 二人の旅路
大川栄策 あの日の君を恋うる歌
大川栄策 はぐれ舟
大川栄策 高山の女～新録音～
オーキド博士とポケモンキッズ(オーキド博士=石塚運昇) ひゃくごじゅういち
大倉忠義 まもりたい
大倉忠義 きっと幸せがキミを待ってる
大黒摩季 夏が来る
大黒摩季 DA・KA・RA
大黒摩季 いちばん近くにいてね
大黒摩季 愛してます
大黒摩季 熱くなれ
大沢桃子 風の丘
大沢桃子 涙唄
大沢誉志幸 そして僕は途方に暮れる
大嶋啓之 feat.片霧烈火 why,or why not〈全英語詞〉
大島麻衣 メンドクサイ愛情
大杉久美子 アタックNo.1
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歌手名（50音順） 曲名
大杉久美子 草原のマルコ
大杉久美子 ペリーヌものがたり
大杉久美子 エースをねらえ!
大杉久美子 まっててごらん
大杉久美子 おいでラスカル
大杉久美子 かあさんおはよう
大杉久美子 わたしが不思議(ふしぎ)
大杉久美子/アントワープ・チルドレン・コーラス よあけのみち
大杉久美子/セントメリーチルドレンコーラス/コロムビアゆりかご会 ロックリバーへ
おおたか静流 花 ～すべての人の心に花を～
大滝詠一 君は天然色
大滝詠一 恋するカレン
大滝詠一 雨のウェンズデイ
大滝詠一 幸せな結末
大滝詠一 カナリア諸島にて
大滝詠一 さらばシベリア鉄道
大滝詠一 スピーチバルーン
太田貴子 デリケートに好きして
太田貴子 LOVEさりげなく
太田貴子 BIN KANルージュ
太田貴子 パジャマのままで
大谷育江 RUMBLE BALL チョッパー七段変形(ななだんへんけい)
太田裕美 木綿のハンカチーフ
太田裕美 さらばシベリア鉄道
太田裕美 九月の雨
太田裕美 赤いハイヒール
太田裕美 雨だれ
大塚 愛 大好きだよ。
大塚 愛 黒毛和牛上塩タン焼680円
大塚 愛 SMILY
大塚 愛 ビー玉
大塚 愛 ネコに風船
大塚 愛 プラネタリウム
大塚 愛 羽ありたまご
大塚 愛 フレンジャー
大塚 愛 ユメクイ
大塚 愛 CHU-LIP
大塚 愛 PEACH
大塚 愛 ロケットスニーカー
大塚 愛 クラゲ、流れ星
大塚 愛 さくらんぼ
大塚 愛 甘えんぼ
大塚 愛 桃ノ花ビラ
大塚 愛 Happy Days
大塚 愛 金魚花火
大塚 愛 pretty voice
大塚 愛 しゃぼん玉
大塚 愛 ラーメン3分クッキング
大塚 愛 LOVE MUSiC
大塚 愛 Strawberry Jam
大塚 愛 黒毛和牛上塩タン焼735円
大塚 愛 フレンズ
大塚 愛 Cherish
大塚 愛 甘えんぼ〈Wedding〉
大塚 愛 I Love ×××
大塚明夫 ナガネギフラメンコ
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歌手名（50音順） 曲名
大槻ケンヂ セルゲームのお知らせ
大槻ケンヂと絶望少女達(風浦可符香、木津千里、木村カエレ、関
内・マリア・太郎、日塔奈美)

林檎もぎれビーム!

大槻ケンヂと絶望少女達(風浦可符香、木津千里、木村カエレ、関
内・マリア・太郎、日塔奈美)

空想ルンバ

大槻ケンヂと絶望少女達(風浦可符香、木津千里、木村カエレ、関
内・マリア・太郎、日塔奈美)

人として軸がぶれている

大槻真希 RUN! RUN! RUN!
大槻真希 memories
大月みやこ 女の港
大月みやこ 女の駅
大月みやこ 愛にゆれて…
大月みやこ 白い海峡
大月みやこ 冬の駅
大月みやこ 儚な川
大月みやこ 心ひとすじ
大月みやこ 女…さすらい
大友康平 ff(フォルティシモ)
大友康平 RISE
大野智(嵐) Song for me
大野智(嵐) Take me faraway
大野智(嵐) Hung up on
大橋純子 たそがれマイ・ラブ
大橋純子 シルエット・ロマンス
大橋純子 愛は時を越えて
大橋卓弥(スキマスイッチ) はじまりの歌
大橋卓弥(スキマスイッチ) ありがとう
大安蓮/パイオニア児童合唱団 空手バカ一代
大山のぶ代/ヤング・フレッシュ ポケットの中に
オーロラ輝子(河合美智子) 夫婦みち
大和田りつこ きこえるかしら
大和田りつこ 手のひらを太陽に
岡崎律子 For フルーツバスケット
小笠原愛美 雪国ひとり
小笠原愛美 おんな道
尾形大作 無錫旅情
岡田有希子 くちびる Network
岡林信康 山谷ブルース
岡晴夫 東京の花売娘
丘みどり 北国、海岸線
岡村孝子 Believe
岡村孝子 夢をあきらめないで
岡村孝子 はぐれそうな天使
岡村孝子 Baby,Baby
岡村孝子 ピエロ
岡村靖幸 カルア ミルク
岡村靖幸 だいすき
岡村靖幸 Super Girl
岡本敦郎 白い花の咲く頃
OKAMOTO'S 欲望を叫べ!!!!
岡本真夜 TOMORROW
岡本真夜 Alone
岡本真夜 そのままの君でいて
岡本真夜 サヨナラ
岡本真夜 想い出にできなくて
岡本真夜 ANNIVERSARY
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歌手名（50音順） 曲名
岡本真夜 TOMORROW〈Acoustic Version〉
岡ゆう子 夢しずく
岡ゆう子 夢酒場
岡ゆう子 羽越(うえつ)本線
岡柚瑠 嵐の勇者(ヒーロー)
小川知子 初恋のひと
おがわみと ヤッホー!しんかんせん
沖田浩之 冬のライオン
沖縄民謡 安里屋ユンタ
沖縄民謡 てぃんさぐぬ花
沖縄民謡 芭蕉布
荻野目洋子 六本木純情派
奥井亜紀 晴れてハレルヤ
奥井亜紀 Wind Climbing ～風にあそばれて～
奥井亜紀 心のファンファーレ
奥井雅美 輪舞 -revolution
奥井雅美 Shuffle
奥田民生 愛のために
奥田民生 息子
奥田民生 イージュー★ライダー
奥田民生 さすらい
奥田民生 And I Love Car
奥田美和子 しずく
奥華子 逢いたいときに逢えない
奥華子 魔法の人
奥華子 ガーネット
奥華子 初恋
奥華子 あなたに好きと言われたい
奥華子 最後の恋
奥華子 変わらないもの
奥華子 恋
奥華子 楔 ーくさびー
おぐまなみ かたつむり
奥村チヨ 終着駅
奥村チヨ 恋の奴隷
奥村初音 ホントはね
小椋佳 さらば青春
小椋佳 しおさいの詩
小椋佳 少しは私に愛を下さい
小椋佳 揺れるまなざし
小椋佳 白い一日
小椋佳 シクラメンのかほり
小椋佳 俺たちの旅
小椋佳 夢芝居
小椋佳 愛燦燦
小椋佳 愛しき日々
小椋佳 ただお前がいい
尾崎亜美 蒼夜曲[セレナーデ]
尾崎亜美 マイ・ピュア・レディ
尾崎亜美 オリビアを聴きながら
尾崎紀世彦 また逢う日まで
尾崎紀世彦 さよならをもう一度
尾崎豊 I LOVE YOU
尾崎豊 太陽の破片
尾崎豊 卒業
尾崎豊 群衆の中の猫
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歌手名（50音順） 曲名
尾崎豊 ふたつの心
尾崎豊 Scrambling Rock'n'Roll
尾崎豊 ダンスホール
尾崎豊 存在
尾崎豊 シェリー
尾崎豊 ハイスクール Rock'n'Roll
尾崎豊 15の夜[THE NIGHT]
尾崎豊 十七歳の地図[SEVENTEEN'S MAP]
尾崎豊 OH MY LITTLE GIRL
尾崎豊 僕が僕であるために[MY SONG]
尾崎豊 LOVE WAY
尾崎豊 ロザーナ
尾崎豊 COOKIE
尾崎豊 永遠の胸
尾崎豊 きっと忘れない
尾崎豊 誕生
尾崎豊 はじまりさえ歌えない
尾崎豊 遠い空
尾崎豊 街の風景
尾崎豊 路上のルール
尾崎豊 Driving All Night
尾崎豊 街路樹
尾崎豊 Forget-me-not
尾崎豊 ドーナツ・ショップ
尾崎豊 坂の下に見えたあの街に
尾崎豊 Scrap Alley
尾崎豊 失くした1/2
尾崎豊 愛の消えた街
小沢健二 愛し愛されて生きるのさ
小沢健二 痛快ウキウキ通り
小沢健二 ぼくらが旅に出る理由
小沢健二 ラブリー
小沢健二 featuring スチャダラパー 今夜はブギー・バック〈nice vocal〉
忍足謙也&財前光 Winning Shot
おじゃる丸/カズマ/電ボ/子鬼トリオ/金ちゃん/小町ちゃん/オカメ姫 あっちむいてホイでおじゃる
おじゃる丸/キスケ 月光町のうた
おじゃる丸シスターズ 初恋は実らない
おしりかじり虫 おしりかじり虫〈フルバージョン〉
小関知子/東映児童合唱団 かごめかごめ
小田和正 いつか どこかで
小田和正 ラブ・ストーリーは突然に
小田和正 風の坂道
小田和正 たしかなこと
小田和正 キラキラ
小田和正 woh woh
小田和正 ダイジョウブ
小田和正 こころ
小田和正 今日も どこかで
小田和正 Yes-No
小田和正 生まれ来る子供たちのために
小田和正 さよならは 言わない
小田和正 グッバイ
小田和正 東京の空
小田和正 愛を止めないで
小田和正 さよなら
小田和正 言葉にできない
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歌手名（50音順） 曲名
小田和正 秋の気配
織田哲郎 いつまでも変わらぬ愛を
織田哲郎/近藤房之助 BOMBER GIRL
織田裕二 歌えなかったラヴ・ソング
織田裕二 OVER THE TROUBLE
織田裕二 with マキシ・プリースト Love Somebody
オックス スワンの涙
OToGi8 赤頭巾ちゃん御用心
男闘呼組 DAYBREAK
音屋吉右衛門(世良公則×野村義男) ヤッターマンの歌
音羽しのぶ 周防灘
音羽しのぶ 箱根峠
音羽ゆりかご会 この星に生まれて
鬼束ちひろ Cage
鬼束ちひろ いい日旅立ち・西へ
おニャン子クラブ セーラー服を脱がさないで
おニャン子クラブ 真赤な自転車
おニャン子クラブ じゃあね
おニャン子クラブ セーラー服を脱がさないで〈EURO ONYANKO VERSION〉
小野恵令奈 FIRST LOVE
小野大輔 熱烈ANSWER
小野大輔 キンモクセイ
小野大輔 だいすき
小野正利 You're the Only…
おはガール メープル with スマイレージ マイ・スクール・マーチ
小原乃梨子/八奈見乗児/立壁和也 天才ドロンボー
小原乃梨子/八奈見乗児/立壁和也 天才ドロンボー'08
オフコース Yes-No
オフコース さよなら
オフコース 時に愛は
オフコース 愛を止めないで
オフコース YES-YES-YES
オフコース 眠れぬ夜
オフコース 秋の気配
オフコース 言葉にできない
オフコース I LOVE YOU
オフコース 生まれ来る子供たちのために
オフコース 僕の贈りもの
オフロスキー オフロスキーかぞえうた
オフロスキー&コフロスキー おふろがスキー
おぼたけし 傷だらけの栄光
おぼたけし 果てしなき闇の彼方に
おぼたけし あしたのジョー 美しき狼たち
おみむらまゆこ 味楽る!ミミカ ナンバーワン
オヨネーズ 麦畑
Oratorio The World God Only Knows God only knows 第三幕(O.A.version)
Oratorio The World God Only Knows A Whole New World God Only Knows
Oratorio The World God Only Knows/ELISA God only knows
Origa rise〈全英語詞〉
ORIGINAL LOVE 朝日のあたる道[AS TIME GOES BY]
ORIGINAL LOVE 接吻 kiss
ORIGINAL LOVE プライマル
オレスカバンド ピノキオ
オレスカバンド 自転車
オレスカバンド 爪先
オレンジレンジ 花
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歌手名（50音順） 曲名
オレンジレンジ * ～アスタリスク～
オレンジレンジ ラヴ・パレード
オレンジレンジ お願い! セニョリータ
オレンジレンジ キズナ
オレンジレンジ チャンピオーネ
オレンジレンジ Walk on
オレンジレンジ SAYONARA
オレンジレンジ イカSUMMER
オレンジレンジ イケナイ太陽
オレンジレンジ 君 station
オレンジレンジ O2
オレンジレンジ シアワセネイロ
オレンジレンジ キリキリマイ
オレンジレンジ ミチシルベ ～a road home～
オレンジレンジ 上海ハニー
オレンジレンジ ビバ★ロック
オレンジレンジ 以心電信 〈Takkyu Ishino Remix〉
オレンジレンジ イケテナイ太陽
オレンジレンジ ビバ★ロック ～japanese side～
オレンジレンジ ミチシルベ
オレンジレンジ 以心電信
オレンジレンジ 祭男爵
オレンジレンジ papa
オレンジレンジ おしゃれ番長 feat.ソイソース
オレンジレンジ 瞳の先に
ON/OFF 始まるのは、サヨナラ
ON/OFF Butterfly
ON/OFF ふたつの鼓動と赤い罪
ON/OFF 輪廻 -ロンド-
音速ライン ポラリスの涙
オンナラブリー Punchしたっていいんだよ
オンナラブリー Onaraはずかしくないよ
陰陽座 甲賀忍法帖(こうがにんぽうちょう)
陰陽座 蒼き独眼
ガーディアンズ4 Going On!
ガーディアンズ4 おまかせ♪ガーディアン
ガーディアンズ4 School Days
GARDEN アドバンス・アドベンチャー ～Advance Adventure～
GARDEN GLORY DAY ～輝くその日～
GARNET CROW 忘れ咲き
GARNET CROW 君の思い描いた夢 集メル HEAVEN
GARNET CROW 晴れ時計
GARNET CROW 夢みたあとで
GARNET CROW Mysterious Eyes
GARNET CROW 夏の幻
GARNET CROW flying
GARNET CROW Misty Mystery
GARNET CROW 君という光
GARNET CROW 夢・花火
GARNET CROW 今宵エデンの片隅で
GARNET CROW As the Dew
GARNET CROW Over Drive
GARNET CROW 風とRAINBOW
GARNET CROW 涙のイエスタデー
GARNET CROW 世界はまわると言うけれど
girl next door Seeds of dream
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歌手名（50音順） 曲名
girl next door Infinity
girl next door Ready to be a lady
girl next door 偶然の確率
海援隊 贈る言葉
海援隊 母に捧げるバラード
海援隊 思えば遠くへ来たもんだ
海援隊 人として
海援隊 スタートライン
海援隊 まっすぐの唄
海援隊 贈る言葉〈アコースティックヴァージョン〉
海援隊 私のなかの銀河
海川ひとみ 学園天国
かいけつゾロリ(山寺宏一)/イシシ(愛河里花子)/ノシシ(くまいもとこ) あじゃぱー
海志漢 Roman-Ranman ～浪漫爛漫～
皆谷尚美 遠いこの街で
甲斐バンド 安奈
甲斐バンド HERO[ヒーローになる時、それは今]
甲斐バンド 裏切りの街角
甲斐バンド きんぽうげ
甲斐バンド ポップコーンをほおばって
甲斐裕次郎 太陽の島
Kylee CRAZY FOR YOU
Kylee Everlasting
Kaede+Cheek Fairy プリティ・ケーキ・マジック
GAO サヨナラ〈Original Version〉
Caos Caos Caos tear drops
Kaoru Amane タイヨウのうた
Kaoru Amane Stay with me
薫と友樹、たまにムック。 マル・マル・モリ・モリ!
ガガガSP はじめて君としゃべった
ガガガSP 全国無責任時代
ガガガSP My First Kiss
ガガガDX にんげんっていいな〈セレナヴァージョン〉
鏡五郎 しぐれ傘
鏡五郎 大石内蔵助(おおいしくらのすけ)
鏡五郎 冬牡丹
鏡五郎 片恋しぐれ
鏡五郎 男ごころ
鏡五郎 お前を離さない
花京院しのぶ 望郷あいや節
角田信朗 よっしゃあ漢唄
角田信朗 修羅の果てまでも
角田信朗 傾奇者恋歌(かぶきものこいうた)
角田信朗&いはたじゅり ケロッ!とマーチ
角田信朗 with 傾奇エンジェルス 傾奇者恋歌～宴ver.～
GACKT(Gackt) 君に逢いたくて
GACKT(Gackt) ありったけの愛で
GACKT(Gackt) ANOTHER WORLD
GACKT(Gackt) Metamorphoze ～メタモルフォーゼ～
GACKT(Gackt) 届カナイ愛ト知ッテイタノニ抑エキレズニ愛シ続ケタ…
GACKT(Gackt) Mizerable
GACKT(Gackt) Vanilla
GACKT(Gackt) 12月のLove song
GACKT(Gackt) 野に咲く花のように
GACKT(Gackt) RETURNER～闇の終焉～
GACKT(Gackt) 君のためにできること
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歌手名（50音順） 曲名
GACKT(Gackt) Graffiti
GACKT(Gackt) Last Song
GACKT(Gackt) Love Letter
GACKT(Gackt) Jesus〈Single MA〉
GACKT(Gackt) GHOST
GACKT(Gackt) 小悪魔ヘヴン
GACKT(Gackt) Flower
GACKT(Gackt) 哀 戦士
かぐや姫 置手紙
かぐや姫 妹
かぐや姫 僕の胸でおやすみ
かぐや姫 神田川
かぐや姫 赤ちょうちん
かぐや姫 あの人の手紙
かぐや姫 おもかげ色の空
かぐや姫 うちのお父さん
かぐや姫 アビーロードの街
かぐや姫 加茂の流れに
かぐや姫 雪が降る日に
かぐや姫 なごり雪
影山ヒロノブ CHA-LA HEAD-CHA-LA
影山ヒロノブ WE GOTTA POWER
影山ヒロノブ 僕達は天使だった
影山ヒロノブ スターダスト ボーイズ
影山ヒロノブ GET THE WORLD
影山ヒロノブ HEATS
影山ヒロノブ 最強のフュージョン
影山ヒロノブ 超ヒーロー伝説
影山ヒロノブ Super Survivor
影山ヒロノブ 奇跡の炎よ 燃え上がれ!!
影山ヒロノブ&高取ヒデアキ SONIC DRIVE
影山ヒロノブ、木村真紀、森の木児童合唱団 ぱわわぷたいそう
影山ヒロノブ/こおろぎ'73 夢光年
笠原弘子 空へ…
カサリンチュ High High High
梶谷美由紀 ルージュになりたい
鹿島かんな ドキドキドン!一年生(いちねんせい)
梶芽衣子 怨み節
柏原芳恵 ハロー・グッバイ
柏原芳恵 春なのに
柏原芳恵 最愛
春日野うらら(伊瀬茉莉也) とびっきり!勇気の扉(ドア)
春日八郎 別れの一本杉
CASCADE Sexy Sexy,
カズン 冬のファンタジー
風 22才の別れ
風 ささやかなこの人生
風 あの唄はもう唄わないのですか
風 君と歩いた青春
風 お前だけが
the GazettE 貴女ノ為ノ此ノ命。
the GazettE 飼育れた春、変われぬ春
the GazettE 別れ道
the GazettE ザクロ型の憂鬱
the GazettE 舐 ～zetsu～
the GazettE 未成年
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歌手名（50音順） 曲名
the GazettE Red
the GazettE PLEDGE
the GazettE VORTEX
the GazettE SHIVER
the GazettE Cassis
the GazettE 東京心中
the GazettE 7月8日
the GazettE Filth in the beauty
the GazettE 千鶴
the GazettE ガンジスに紅い薔薇
the GazettE 紅蓮
the GazettE Hyena
the GazettE DISTRESS AND COMA
風の谷のナウシカ 王蟲との交流
片霧烈火 when they cry
片霧烈火 闘艶結義 ～トウエンノチカイ～
片霧烈火 ふたりの場所
片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(平野綾、堀江由衣、前田愛)] Orange Smile
片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(平野綾、堀江由衣、前田愛)] Sparky☆Start
片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(平野綾、堀江由衣、前田愛)] Symphonic☆Dream
片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(平野綾、堀江由衣、前田愛)] TKGしか愛せない
片山知子 四季の歌
かっきー&アッシュポテト スイヘイリーベ ～魔法の呪文～
かつき奈々 隠岐の恋歌
勝彩也 恋あざみ
ガッシュ・ベル(大谷育江)&ティオ(釘宮理恵)&キャンチョメ(菊池正美) ジングル・ベル
合唱 気球に乗ってどこまでも
合唱 未知という名の船に乗り
合唱 翼をください
合唱 夢の世界を
合唱 大空賛歌
合唱 涙をこえて
合唱 名づけられた葉
合唱 ともだちになるために
合唱 Tomorrow
合唱 またあう日まで さようなら
合唱 大空がむかえる朝
合唱 きみに会えて
合唱 ひろい世界へ
合唱 さよなら友よ
合唱 マイ・バラード
合唱 さようなら
合唱 あなたにありがとう
合唱 旅立ち
合唱 走る川
合唱 明日へ
合唱 予感
合唱 世界中のこどもたちが
合唱 怪獣のバラード
合唱 カリブ 夢の旅
合唱 今日から明日へ
合唱 COSMOS
合唱 巣立ちの歌
合唱 そのままの君で
合唱 空駆ける天馬
合唱 旅立ちの日に
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歌手名（50音順） 曲名
合唱 遠い日の歌
合唱 時の旅人
合唱 流れゆく雲を見つめて
合唱 夏の日の贈りもの
合唱 春に
合唱 BELIEVE
合唱 モルダウ
合唱 流浪の民
合唱 Let's search for Tomorrow
合唱 YELL
合唱 あの素晴しい愛をもう一度
合唱 君とみた海
合唱 この地球のどこかで
合唱 信じる
合唱 心の中にきらめいて
合唱 With You Smile
合唱 最後のチャイム
合唱 手紙
合唱 心の瞳
合唱 小さな木の実
合唱 虹
克美しげる さすらい
克美しげる エイトマン
葛城ユキ ボヘミアン
桂ヒナギク with 白皇学院生徒会三人娘 starring 伊藤静 with 矢作
紗友里&中尾衣里&浅野真澄

本日、満開ワタシ色!

桂竜二 流れて津軽
加藤いづみ 好きになって、よかった
KAT-TUN Real Face
KAT-TUN GLORIA
KAT-TUN Will Be All Right
KAT-TUN SIGNAL
KAT-TUN 僕らの街で
KAT-TUN Peak
KAT-TUN YOU
KAT-TUN 喜びの歌
KAT-TUN Keep the faith
KAT-TUN LIPS
KAT-TUN DON'T U EVER STOP
KAT-TUN SHE SAID...
KAT-TUN WILDS OF MY HEART
KAT-TUN PRECIOUS ONE
KAT-TUN Real Face#1
KAT-TUN key of life
KAT-TUN someday for somebody
KAT-TUN White X'mas
KAT-TUN 愛のコマンド
KAT-TUN Crazy Love
KAT-TUN ONE DROP
KAT-TUN MOON
KAT-TUN NEIRO
KAT-TUN SADISTIC LOVE
KAT-TUN 春夏秋冬
KAT-TUN Love yourself -君が嫌いな君が好き-
KAT-TUN Going!
KAT-TUN SMILE
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歌手名（50音順） 曲名
KAT-TUN N.M.P.(NO MORE PAIN)
KAT-TUN RIGHT NOW
KAT-TUN PROMISE SONG
KAT-TUN PERFECT
KAT-TUN WHITE
KAT-TUN GIVE ME,GIVE ME,GIVE ME
KAT-TUN NEVER AGAIN
KAT-TUN ハルカナ約束
加藤和樹 EASY GO
加藤和彦/北山修 あの素晴らしい愛をもう一度
加藤清史郎&アンクル☆させ かつおぶしだよ人生は
加藤登紀子 酔いどれ女の流れ唄
加藤登紀子 この空を飛べたら
加藤登紀子 愛のくらし
加藤登紀子 知床旅情
加藤登紀子 琵琶湖周航の歌
加藤登紀子 ひとり寝の子守唄
加藤登紀子 時には昔の話を
加藤登紀子 黒の舟唄
加藤登紀子 さくらんぼの実る頃〈日本語バージョン〉
加藤ミリヤ ソツギョウ
加藤ミリヤ I WILL
加藤ミリヤ Love is...
加藤ミリヤ LALALA feat.若旦那(湘南乃風)
加藤ミリヤ 19 Memories
加藤ミリヤ SAYONARAベイベー
加藤ミリヤ ジョウネツ
加藤ミリヤ 20-CRY-
加藤ミリヤ People
加藤ミリヤ Destiny
加藤ミリヤ HEAVEN
加藤ミリヤ 空
加藤ミリヤ FREE
加藤ミリヤ Sweet Angel
加藤ミリヤ Baby I See You feat.VERBAL(m-flo)
加藤ミリヤ 終わりなき哀しみ
加藤ミリヤ B.F.F.
加藤ミリヤ I miss you
加藤ミリヤ Endless Love
加藤ミリヤ 勇者たち
加藤ミリヤ 最後のI LOVE YOU
加藤ミリヤ Aitai
加藤ミリヤ ありがとう、
加藤ミリヤ この街のどこかで
加藤ミリヤ This is Love
加藤ミリヤ WHY
加藤ミリヤ BYE BYE
加藤ミリヤ Last Love
加藤ミリヤ X.O.X.O.
加藤ミリヤ×清水翔太 Love Forever
加藤ミリヤ×清水翔太 BELIEVE
角川博 伊豆の雨
角川博 女のきもち
角川博 しぐれ橋
角川博 冬のかげろう
角川博 春の雪
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歌手名（50音順） 曲名
門倉有希 ひまわり
門倉有希 ノラ
門倉有希 情熱
可名 ポケッターリ モンスターリ
KANA 時間よ止まれ〈ソロバージョン〉
金井克子 他人の関係
かないみか パンナのパンチ
歌奈子 あしたはきっと
金沢明子 ポケモンかぞえうた
金沢明子 おふくろ酒場
我那覇響(沼倉愛美) 涙そうそう
KANAN BRAVING!
金田たつえ 人妻
金田たつえ しのび恋
金田たつえ 花街の母
金田たつえ 四季の酒
加納ひろし いにしえの旅人
kanon×kanon カレンデュラ レクイエム
加橋かつみ ニルスのふしぎな旅
華原朋美 I BELIEVE
華原朋美 I'm proud
華原朋美 LOVE BRACE
華原朋美 save your dream
華原朋美 Hate tell a lie
華原朋美 LOVE IS ALL MUSIC
鎌田直純/山路ゆう子 いま、地球が目覚める
かまやつひろし(ムッシュかまやつ) 我が良き友よ
camino STORY
神尾アキラ PERFECT GAME
上木彩矢 もう君だけを離したりはしない
上木彩矢 ピエロ
上條恒彦 だれかが風の中で
上沼恵美子 大阪ラプソディー
神のみぞ知り隊 アイノヨカン
神のみぞ知り隊 コイノシルシ
紙ふうせん 冬が来る前に
神谷浩史 For myself
神谷浩史 虹色蝶々
神谷浩史 my diary
Coming Century BREAKTHROUGH
雅夢 愛はかげろう
亀梨和也 1582
亀梨和也 愛しているから
亀梨和也 絆
仮面ライダーGIRLS Let's Go RiderKick 2011
加茂晴美 ときめきトゥナイト
嘉門達夫 NIPPONのサザエさん
嘉門達夫 アホが見るブタのケツ
嘉門達夫 鼻から牛乳
嘉門達夫 ハンバーガーショップ
嘉門達夫 アホが見るブタのケツ2
嘉門達夫 血液型別ハンバーガーショップ
佳山明生 氷雨
加山雄三 君といつまでも
加山雄三 夕陽は赤く
加山雄三 ぼくの妹に
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歌手名（50音順） 曲名
加山雄三 お嫁においで
加山雄三 蒼い星くず
加山雄三 旅人よ
加山雄三 海 その愛
加山雄三 夜空の星
加山雄三 夜空を仰いで
加山雄三 光進丸
加山雄三 美しいヴィーナス
加山雄三 愛燦燦
加山雄三 夜霧よ今夜も有難う
加山雄三/谷村新司 サライ
加山雄三とザ・ヤンチャーズ 座・ロンリーハーツ親父バンド
KARA ウィンターマジック
KARA ウィスパー
KARA ベイビー・アイ・ニード・ユー
KARA SOS
KARA ジェットコースターラブ
KARA 今、贈りたい「ありがとう」
KARA GO GO サマー!
KARA ガールズ ビー アンビシャス!
KARA ウィンターマジック(X'mas Ver.)
COLOR 青い鳥
COLOR 君のいない道
COLOR 涙が落ちないように
COLOR Lost Moments ～置き忘れた時間～ feat.ATSUSHI
唐沢美帆 Way to Love
辛島美登里 サイレント・イヴ
辛島美登里 笑顔を探して
辛島美登里 愛すること
カラス free
鴉 夢
Kalafina Magia
Kalafina 輝く空の静寂には
Kalafina red moon
Kalafina storia
Kalafina 光の旋律
Kalafina oblivious
Kalafina 君が光に変えて行く
Kalafina 傷跡
Kalafina ARIA
Kalafina sprinter
Kalafina Lacrimosa
狩人 あずさ2号
かりゆしゴーヤ 島人ぬ宝
かりゆし58 会いたくて
かりゆし58 流星
かりゆし58 アンマー
かりゆし58 全開の唄
かりゆし58 アンマー〈アコースティックver.〉
かりゆし58 手と手
かりゆし58 電照菊
かりゆし58 ウクイウタ
かりゆし58 さよなら
かりゆし58 情熱の薔薇
かりゆし58 オワリはじまり
Galileo Galilei さよならフロンティア
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歌手名（50音順） 曲名
Galileo Galilei 明日へ
Galileo Galilei 四ツ葉さがしの旅人
Galileo Galilei 青い栞
Galileo Galilei 稚内
Galileo Galilei ハローグッバイ
Galileo Galilei 夏空
Galileo Galilei ハマナスの花
Galileo Galilei 僕から君へ
ガルーラ小林/ドガース(石塚運昇)/アーボ(坂口侯一) ポケモン音頭(おんど)
カルメン・マキ 時には母のない子のように
カルロストシキ&オメガトライブ アクアマリンのままでいて
可憐Girl's Over The Future
可憐Girl's MY WINGS
ガロ 学生街の喫茶店
河合その子 青いスタスィオン
河合奈保子 エスカレーション
河合奈保子 けんかをやめて
河合奈保子 スマイル・フォー・ミー
川上ジュリア(JURIAN BEAT CRISIS) ずっとここから
河口恭吾 桜
川崎修二 おまえを抱いて
川嶋あい My Love
川嶋あい compass
河島英五 時代おくれ
河島英五 酒と泪と男と女
河島英五 生きてりゃいいさ
河島英五 野風増
川田まみ No buts!
川田まみ See visionS
川田まみ 緋色の空
川田まみ Prophecy
川田まみ 赤い涙
川田まみ JOINT
川田まみ PSI-missing
川田まみ masterpiece
川田まみ 翡翠-HISUI-
川田まみ Get my way!
川中美幸 ふたりの春
川中美幸 越前岬
川中美幸 あなたひとすじ
川中美幸 ふたり酒
川中美幸 女 泣き砂 日本海
川中美幸 豊後水道
川中美幸 うすゆき草
川中美幸 貴船の宿
川中美幸 大河の流れ
川中美幸 二輪草
川中美幸 君影草 ～すずらん～
川中美幸 金沢の雨
川中美幸 なにわの女
川中美幸 木曽川しぐれ
川中美幸 郡上夢うた
川中美幸 ふたり花
川中美幸 長崎の雨
川中美幸/弦哲也 今夜は乾杯
川中美幸/弦哲也 二輪草
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歌手名（50音順） 曲名
河奈さちこ 焦がれ海峡…恋岬
川野夏美 寒ぼたん
川野夏美 霧雨海峡
川野夏美 北海子守唄
河野マリナ Morning Arch
川橋啓史 山口さんちのツトム君
河原裕昌 ガンバの唄
河辺千恵子 桜キッス
川村かおり 翼をください
河村隆一 I love you
河村隆一 BEAT
河村隆一 Love is...
川本真琴 愛の才能
川本真琴 DNA
川本真琴 1/2
KAN 言えずのI Love You
KAN まゆみ
神崎ゆう子 こうえんに いきましょう
神崎ゆう子 やきいも グーチーパー
神崎ゆう子/坂田おさむ どんな色がすき
神崎ゆう子/坂田おさむ パンダうさぎコアラ
神崎ゆう子/坂田おさむ 星ひとつ
神崎ゆう子/坂田おさむ あつまれ!ファン ファン ファン
神崎ゆう子/坂田おさむ さるさるさ
神崎ゆう子/坂田おさむ ぞうさんのぼうし
神崎ゆう子/速水けんたろう おしりフリフリ
関ジャニ∞ 好きやねん、大阪。
関ジャニ∞ 大阪レイニーブルース
関ジャニ∞ 桜援歌(Oh!ENKA)
関ジャニ∞ 無限大
関ジャニ∞ 大阪ロマネスク
関ジャニ∞ 大阪ロマネスク〈Single Version〉
関ジャニ∞ ∞SAKA おばちゃんROCK
関ジャニ∞ 関風ファイティング
関ジャニ∞ ズッコケ男道
関ジャニ∞ 愛に向かって
関ジャニ∞ Explosion
関ジャニ∞ 二人の涙雨
関ジャニ∞ イッツ マイ ソウル
関ジャニ∞ ワッハッハー
関ジャニ∞ ツブサニコイ
関ジャニ∞ I to U
関ジャニ∞ Hi & high
関ジャニ∞ モンじゃい・ビート
関ジャニ∞ 宇宙に行ったライオン
関ジャニ∞ Fight for the Eight
関ジャニ∞ Dye D?
関ジャニ∞ Water Drop
関ジャニ∞ wander
関ジャニ∞ 浪花いろは節
関ジャニ∞ F・T・O
関ジャニ∞ ミセテクレ
関ジャニ∞ ONE
関ジャニ∞ ∞SAKAおばちゃんROCK〈type LAKJ2〉
関ジャニ∞ 強情にGO!
関ジャニ∞ さよならはいつも
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歌手名（50音順） 曲名
関ジャニ∞ エネルギー
関ジャニ∞ ありがとう。
関ジャニ∞ BJ
関ジャニ∞ Eden
関ジャニ∞ 10年後の今日の日も
関ジャニ∞ 無責任ヒーロー
関ジャニ∞ 一秒 KISS
関ジャニ∞ アカイシンキロウ
関ジャニ∞ パズル
関ジャニ∞ 渇いた花
関ジャニ∞ ゴリゴリ
関ジャニ∞ ローリング・コースター
関ジャニ∞ ブリュレ
関ジャニ∞ 咲いて生きよ
関ジャニ∞ ギガマジメ我ファイト
関ジャニ∞ 情熱Party
関ジャニ∞ 急☆上☆Show!!
関ジャニ∞ 冬恋
関ジャニ∞ I wish
関ジャニ∞ 雪をください
関ジャニ∞ 君の歌をうたう
関ジャニ∞ マイナス100度の恋
関ジャニ∞ Snow White
関ジャニ∞ Wonderful World!!
関ジャニ∞ 浮世踊リビト
関ジャニ∞ LIFE ～目の前の向こうへ～
関ジャニ∞ 蒼写真
関ジャニ∞ Jackhammer
関ジャニ∞ 急☆上☆Show!! COUNTDOWN Remix
関ジャニ∞ モノグラム
関ジャニ∞ 泣かないで 僕のミュージック
関ジャニ∞ Baby Baby
関ジャニ∞ 願い
関ジャニ∞ ほろりメロディー
関ジャニ∞ BOY
関ジャニ∞ アニマル・マジック
関ジャニ∞ 『って!!!!!!!』
関ジャニ∞ 365日家族
関ジャニ∞ 二人の花(丸山隆平/大倉忠義)
関ジャニ∞ Train in the rain
関ジャニ∞ 夜な夜な☆ヨーNIGHT(村上信五/安田章大/大倉忠義)
関ジャニ∞ パンぱんだ(横山裕/丸山隆平)
関ジャニ∞ プロ∞ペラ
関ジャニ∞ 好きやねん、大阪。〈コント:三角公園〉
関ジャニ∞ ∞ o'clock 08
関ジャニ∞ fuka-fuka Love the Earth
関ジャニ∞ Brilliant Blue
関ジャニ∞ cinematic
関ジャニ∞ ひとつのうた
神原駿河(沢城みゆき) ambivalent world
神戸みゆき 太陽の楽園 ～Promised Land～
神戸みゆき Rainbow Notes♪
冠二郎 酒場
冠二郎 お前のために
冠二郎 人生夢太鼓
冠二郎 小雪の酒場
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歌手名（50音順） 曲名
冠二郎 旅路の果て
Keno おはよう。
木内梨生奈 冬のキャンドル
桔梗(加藤和樹) 狂気の花
GIGS Flower-咲乱華-
菊地まどか 人恋さんさ
菊地まどか 菜の花列車
菊池桃子 もう逢えないかもしれない
菊池桃子 雪にかいたLOVE LETTER
菊池桃子 卒業 -GRADUATION-
菊池桃子 BOYのテーマ
キグルミ くるっと・まわって・いっかいてん
キグルミ たまごっち
ギザみみピチュー starring しょこたん もえよ ギザみみピチュー!
岸田教団&THE明星ロケッツ HIGHSCHOOL OF THE DEAD
岸田智史 きみの朝
氣志團 夢みる頃を過ぎても
氣志團 恋人
氣志團 One Night Carnival
氣志團 結婚闘魂行進曲「マブダチ」
氣志團 One Night Carnival 〈2001.6.22〉
氣志團 おまえだったんだ
岸千恵子 千恵っ子よされ
岸本早未 迷Q!?-迷宮-MAKE★YOU-
岸洋子 夜明けのうた
岸洋子 希望
来生たかお Goodbye Day
来生たかお 夢の途中
来生たかお シルエット・ロマンス
来生たかお はぐれそうな天使
Kis-My-Ft2 S.O.KISS
Kis-My-Ft2 KISS FOR U
北神未海(小川真奈)with MM学園 合唱部 おしゃれ マイドリーム
北神未海(小川真奈)with MM学園 合唱部 元気になれっ!
北神未海(小川真奈)with MM学園 合唱部 君が主役さっ!
北神未海(小川真奈)with MM学園 合唱部 大好きになれっ!
北川大介 雨の酒場町
北川大介 ブルーな街角
北川大介 水芭蕉
北川大介・竹川美子 星空の下で
キタキマユ ドゥー・ユー・リメンバー・ミー
北島三郎 川
北島三郎 風雪ながれ旅
北島三郎 北の大地
北島三郎 あじさい情話
北島三郎 終着駅は始発駅
北島三郎 与作
北島三郎 年輪
北島三郎 北の漁場
北島三郎 歩
北島三郎 まつり
北島三郎 山
北島三郎 箱根のおんな
北島三郎 竹
北島三郎 詠人(うたびと)
北島三郎 橋
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歌手名（50音順） 曲名
北島三郎 夢人
北島三郎 さだめ道
北島三郎 比叡の風
北島三郎 夫婦一生
北島三郎 母
北島三郎 男の人生
北島三郎 清水の暴れん坊
北島三郎 おとこの潮路
北島三郎 夢恋あかり
北島三郎/鳥羽一郎 演歌兄弟
喜多修平 世界で一番恋してる
喜多修平 世界の果てに君がいても
喜多修平 Breakin' through
喜多修平 一斉の声
きただにひろし ウィーアー!
きただにひろし ウィーゴー!
きただにひろし Endless Dream
きただにひろし(ベム=井上和彦) Justice of darkness ～妖怪人間ベムのテーマ
北出菜奈 KISS or KISS
北出菜奈 消せない罪
北出菜奈 アントワネットブルー
北出菜奈 月華-tsukihana-
北乃きい 絆
北乃きい 花束
北乃きい サクラサク
北野まち子 あかね空
北野まち子 あなたがいたから
北野まち子 月の宿
気多の巫女(戸松遥) モノクローム
北原愛子 世界中どこを探しても
北原謙二 ふるさとのはなしをしよう
北原拓 ねこバス
北原ミレイ 石狩挽歌
北原ミレイ 哀愁のシンデレラ
北原由紀 かしこい女じゃないけれど
北見恭子 紅の舟唄
喜多村英梨 Before the Moment
喜多村英梨 Be Starters!
喜多村英梨 紋(しるし)
喜多村英梨(星羅) Birth of Love
喜多村英梨(星羅) Beautiful Wish
北山たけし 父子(おやこ)の誓い
北山たけし 剣山
北山たけし 高千穂峡
北山たけし 男のなみだ雨
吉川晃司 ラ・ヴィアンローズ
吉川晃司 せつなさを殺せない
吉川晃司 終わらない Sun Set
吉川晃司 モニカ
吉川晃司 サヨナラは八月のララバイ
吉川晃司 KISSに撃たれて眠りたい
吉川晃司 アクセル
KICK THE CAN CREW クリスマス・イブ Rap
Kids Alive ボクらの冒険
キティ ハローキティ
THE KIDDIE smile.
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歌手名（50音順） 曲名
喜納昌吉とチャンプルーズ ハイサイおじさん
喜納昌吉とチャンプルーズ 花
きのこオールスターズ きのこの唄
樹原涼子 花
キマグレン SMILE
キマグレン リメンバー
キマグレン LIFE
キム・ヨンジャ 暗夜航路
キム・ヨンジャ 涙の鎖
キム・ヨンジャ 陽は昇る
キム・ヨンジャ 命火
キム・ヨンジャ 夜明け前
キム・ヨンジャ 北の雪虫
キム・ヨンジャ 北のアカシヤ
キム・ヨンジャ 再会
キム・ヨンジャ 約束
キム・ヨンジャ 情熱のバラ
木村カエラ TREE CLIMBERS
木村カエラ Snowdome
木村カエラ Yellow
木村カエラ Jasper
木村カエラ 喜怒哀楽 plus 愛
木村カエラ チョコレート
木村カエラ マスタッシュ
木村カエラ happiness!!!
木村カエラ リルラ リルハ
木村カエラ memories〈original version〉
木村カエラ どこ
木村カエラ BANZAI
木村カエラ Butterfly
木村カエラ You bet!!
木村カエラ おどるポンポコリン
木村カエラ A winter fairy is melting a snowman
木村カエラ Ring a Ding Dong
木村友衛 浪花節だよ人生は
木村真紀、森の木児童合唱団 ぴっとんへべへべ
木村由姫 LOVE & JOY
木村弓 いつも何度でも
木村弓 いのちの名前
キム・ランヒ 大阪純情
キム・ランヒ あんたの大阪
キム・ランヒ 逢いたいね
Kimeru You got game?
Kimeru Make You Free
Kimeru OVERLAP
肝付兼太 ホラーマンメチャクチャチャ
肝付兼太/横沢啓子/中尾隆聖 にこにこぷん
キャッツアイズとヤング・フレッシュ 死ね死ね団のテーマ
キャップと瓶(高橋広樹/津田健次郎/川本成/喜安浩平/小野坂昌也) おめっとサンバ
キャップと瓶(高橋広樹/津田健次郎/川本成/喜安浩平/小野坂昌也) 飛んで! 回って! また来週
キャプテンストライダム マウンテン・ア・ゴーゴー・ツー
キャプテンストライダム 風船ガム
木山裕策 home
ギャラクシー渡辺(諏訪部順一) バトル!ギャラクシー☆ステップ
キャラメルペッパーズ ウェディングSONG
きゃりーぱみゅぱみゅ つけまつける
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歌手名（50音順） 曲名
きゃりーぱみゅぱみゅ CANDY CANDY
きゃりーぱみゅぱみゅ PONPONPON
キャロル ファンキー・モンキー・ベイビー
キャンディーズ 年下の男の子
キャンディーズ 暑中御見舞い申し上げます
キャンディーズ ハートのエースが出てこない
キャンディーズ アン・ドゥ・トロワ
キャンディーズ やさしい悪魔
キャンディーズ 微笑がえし
キャンディーズ わな
キャンディーズ あなたに夢中
キャンディーズ 哀愁のシンフォニー
キャンディーズ その気にさせないで
キャンディーズ 危ない土曜日
キャンディーズ 内気なあいつ
キャンディーズ なみだの季節
キュア・カルテット(五條真由美・うちやえゆか・工藤真由・宮本佳那子) ガンバランスdeダンス ～希望のリレー～
キュア・レインボーズ(コーラス:ヤング・フレッシュ) ありがとうがいっぱい
旧制高等学校寮歌・校歌 第三高等学校琵琶湖周航の歌
℃-ute 世界一HAPPYな女の子
℃-ute 会いたいロンリークリスマス
℃-ute Kiss me 愛してる
℃-ute 桃色スパークリング
℃-ute Danceでバコーン!
℃-ute キャンパスライフ ～生まれて来てよかった～
℃-ute SHOCK!
℃-ute 桜チラリ
℃-ute 都会っ子 純情
℃-ute 涙の色
℃-ute 大きな愛でもてなして
℃-ute まっさらブルージーンズ
9mm Parabellum Bullet キャンドルの灯を
9mm Parabellum Bullet Black Market Blues
9mm Parabellum Bullet Cold Edge
9mm Parabellum Bullet 命ノゼンマイ
9mm Parabellum Bullet Discommunication
9mm Parabellum Bullet Supernova
9mm Parabellum Bullet Wanderland
CURIO 君に触れるだけで
清浦夏実 僕らの合言葉
清浦夏実 旅の途中
清木場俊介 今。
KIYOSHI(氷川きよし) 未来
キョン(杉田智和) ホモ・サピエンス・ラプソディ
キョン(杉田智和) ハレ晴レユカイ〈Ver.キョン〉
キョン(杉田智和) 倦怠ライフ・リターンズ!
きら☆ぴか はなをぷーん
きら☆ぴか ふたりはNS
切原赤也 赤く染める月
切原赤也 Time has come
きりん(麒麟) サイクリング リサイクル
Kiroro Best Friend
Kiroro 長い間
Kiroro 未来へ
Kiroro 3人の写真
Kiroro 冬のうた
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歌手名（50音順） 曲名
Kiroro 生きてこそ
Kiroro 青のじゅもん
Kiroro 好きな人
Kiroro 逢いたい
Kiroro ひとつぶの涙
Kiroro 僕らのメッセージ
Kiroro Best Friend〈UKULEMIX〉
Kiroro 帰る場所
Kiroro みんなあなたを愛してる
KinKi Kids Anniversary
KinKi Kids FRIENDS
KinKi Kids Kissからはじまるミステリー
KinKi Kids 硝子の少年
KinKi Kids 愛されるより 愛したい
KinKi Kids 青の時代
KinKi Kids 全部だきしめて
KinKi Kids ビロードの闇
KinKi Kids シンデレラ・クリスマス
KinKi Kids やめないで,PURE
KinKi Kids SNOW! SNOW! SNOW!
KinKi Kids フラワー
KinKi Kids to Heart
KinKi Kids 雨のMelody
KinKi Kids 夏模様
KinKi Kids Harmony of December
KinKi Kids Hey! みんな元気かい?
KinKi Kids 愛のかたまり
KinKi Kids カナシミブルー
KinKi Kids もう君以外愛せない
KinKi Kids 夏の王様
KinKi Kids 永遠に
KinKi Kids 銀色 暗号
KinKi Kids ボクの背中には羽根がある
KinKi Kids 永遠のBLOODS
KinKi Kids Secret Code
KinKi Kids ね、がんばるよ。
KinKi Kids 月光
KinKi Kids 恋涙
KinKi Kids 99%LIBERTY
KinKi Kids 雪白の月
KinKi Kids Love is... ～いつもそこに君がいたから～
KinKi Kids Bonnie Butterfly
KinKi Kids 約束
KinKi Kids スワンソング
KinKi Kids Family ～ひとつになること
KinKi Kids me ～地球のいろ
銀杏BOYZ BABY BABY
キンモクセイ 二人のアカボシ
キンヤ BLAZE
キンヤ IT'S
クインテット雑唄団 ただいま考え中
ぐ～チョコランタンとゆかいな仲間たち ヤッホ・ホー
COOL JOKE UNDO
COOLON Canvas
kukui 空蝉ノ影
日下まろん 誰よりも遠くへ
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歌手名（50音順） 曲名
串田アキラ(串田晃) キン肉マンGo Fight!
串田アキラ(串田晃) 疾風ザブングル
串田アキラ(串田晃) ガツガツ!!
串田アキラ(串田晃) ガツガツ!!(TVサイズ)
串田アキラ(串田晃) 富士サファリパークCMソング
串田アキラ/こおろぎ'73/Shines 炎のキン肉マン
くず ムーンライト
くず 全てが僕の力になる!
九州男 1/6000000000 feat.C&K
九州男 雲の上の君と(epilogue)
九州男 約束。。 feat.HOME MADE 家族
九州男 music♪
九州男 桜道
九州男 雲の上の君え
九州男 想色コーディネート
九州男 出会い。。 feat.RED RICE(湘南乃風),BIG RON
九州男 dear grandma
九州男 手紙。。 feat.hiroko(mihimaru GT)
九州男 待ち合わせ。。 feat.lecca
KUSU KUSU 地球オーケストラ
楠瀬誠志郎 ほっとけないよ〈Album Version〉
グッキー GOOD LUCKY!!!!!
グッチ裕三&グッチーズ ハッチポッチファミリー
工藤静香 嵐の素顔
工藤静香 めちゃくちゃに泣いてしまいたい
工藤静香 恋一夜
工藤静香 抱いてくれたらいいのに
工藤静香 FU-JI-TSU
工藤静香 MUGO・ん…色っぽい
工藤静香 くちびるから媚薬
工藤静香 千流の雫
工藤静香 ぼやぼやできない
工藤静香 黄砂に吹かれて
工藤静香 メタモルフォーゼ
工藤静香 私について
工藤静香 声を聴かせて
工藤静香 うらはら
工藤静香 禁断のテレパシー
工藤静香 慟哭
工藤静香 Blue Rose
工藤静香 Ice Rain
工藤静香 激情
工藤静香 Blue Velvet
工藤静香 雪・月・花
工藤静香 in the sky
工藤静香 MUGO・ん…色っぽい〈EURO VERSION〉
工藤静香 くちびるから媚薬〈EURO VERSION〉
工藤静香 めちゃくちゃに泣いてしまいたい〈2007 jazz version〉
工藤真由 ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪～∞UNLIMITED∞ver.～
工藤真由 プリキュア5、スマイル go go!
工藤真由 ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪
工藤真由 キラキラkawaii!プリキュア大集合♪～いのちの花～
工藤真由 Tomorrow Song ～あしたのうた～
工藤真由 ハートキャッチ☆パラダイス!
工藤真由 しょで! しょで! だんしんぐっ!
工藤真由 まかせて★スプラッシュ☆スター★
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歌手名（50音順） 曲名
工藤真由 with キュア・デラックス プリキュア、奇跡デラックス
工藤真由 with ハートキャッチプリキュア Tomorrow Song～あしたのうた～for the Movie
工藤真由 with ぷりきゅあ5 プリキュア5、フル・スロットル GO GO!
国武万里 ポケベルが鳴らなくて
国安わたる ルネッサンス情熱
久宝留理子 「男」
久保田早紀 異邦人
久保田利伸 雨音
久保田利伸 You were mine
久保田利伸 Indigo Waltz
久保田利伸 流星のサドル
久保田利伸 Missing
久保田利伸 永遠の翼
久保田利伸 TIMEシャワーに射たれて…
久保田利伸 夢 with You
久保田利伸 Cymbals
久保田利伸 Golden Smile feat. EXILE ATSUSHI
久保田利伸 声にできない
久保田利伸 LOVE RAIN ～恋の雨～(松尾潔リミックス)
久保田利伸 Missing ～2010カラット～
久保田利伸 LA・LA・LA LOVE SONG ～Midnight Piano Version～
久保田利伸 with ナオミ・キャンベル LA・LA・LA LOVE SONG
熊本県民謡 おてもやん
熊本県民謡 五木の子守唄
熊本野映 お星さまは知っている
グミ Catch You Catch Me
クミコ INORI ～祈り～
CLOUD voice
クラウン少女合唱団 こぎつね
クラウン少女合唱団 かわいいかくれんぼ
倉木麻衣 always
倉木麻衣 明日へ架ける橋
倉木麻衣 Growing of my heart
倉木麻衣 Love,Day After Tomorrow
倉木麻衣 白い雪
倉木麻衣 Winter Bells
倉木麻衣 Feel fine!
倉木麻衣 Stay by my side
倉木麻衣 Secret of my heart
倉木麻衣 Reach for the sky
倉木麻衣 冷たい海
倉木麻衣 Start in my life
倉木麻衣 一秒ごとに Love for you
倉木麻衣 key to my heart
倉木麻衣 Time after time ～花舞う街で～
倉木麻衣 風のららら
倉木麻衣 Your Best Friend
倉木麻衣 PUZZLE
倉木麻衣 Revive
倉木麻衣 SUMMER TIME GONE
倉木麻衣 Tomorrow is the last Time
倉木麻衣 1000万回のキス
倉木麻衣 もう一度
倉木麻衣 FUTURE KISS
倉木麻衣 わたしの、しらない、わたし。
倉木麻衣 touch Me!
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歌手名（50音順） 曲名
クラシック サンタルチア
クラシック 喜びの歌(交響曲 第9番 「合唱」 第4楽章より)
倉田てつを 仮面ライダー BLACK
倉橋ヨエコ 卵とじ
クラフト 僕にまかせてください
CLUB PRINCE LOVEドッきゅん
ClariS nexus
ClariS irony
ClariS コネクト -TV MIX-
ClariS コネクト
GRANRODEO ROSE HIP-BULLET
GRANRODEO Infinite Love
GRANRODEO modern strange cowboy
GRANRODEO 慟哭ノ雨
GRANRODEO カナリヤ
GReeeeN 人
GReeeeN BE FREE
GReeeeN 涙空
GReeeeN 旅立ち
GReeeeN キセキ
GReeeeN ルーキーズ
GReeeeN 地球号
GReeeeN 恋文 ～ラブレター～
GReeeeN 緑のたけだ(歌手名:緑とたけだ)
GReeeeN 扉
GReeeeN 少年が故の情熱
GReeeeN 冬のある日の唄
GReeeeN SUN SHINE!!!
GReeeeN またね。
GReeeeN 君想い
GReeeeN サヨナラから始めよう
GReeeeN no more war
GReeeeN ボヨン科ボヨヨン歌 ～愉快な大人達～ feat.2BACKKA & ユナイトバス
GReeeeN 歩み
GReeeeN あの頃から
GReeeeN 刹那
GReeeeN アメアガリ
GReeeeN 遥か
GReeeeN 声
GReeeeN 光
GReeeeN 口笛
GReeeeN いつまでも
GReeeeN 旅人
GReeeeN ハレルヤ!!!!
GReeeeN STORY
GReeeeN 空への手紙
GReeeeN 父母唄
GReeeeN 花唄
GReeeeN every
GReeeeN HIGH G.K LOW ～ハジケロ～
GReeeeN 愛唄
GReeeeN NEW LIFE
GReeeeN 手紙 ～君たちへ～
GReeeeN パリピポ
GReeeeN 道
GReeeeN 東南西北 ～全員集合!!!!～
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歌手名（50音順） 曲名
GReeeeN オレンジ
GReeeeN DREAM
GReeeeN EZ
GReeeeN Day by Day
GReeeeN 子犬
GReeeeN MISS YOU
GReeeeN ミドリ
GReeeeN 絆
GReeeeN UNITY
GReeeeN 遥か -アルバム「塩、コショウ」より-
GReeeeN 街
クリエイション ロンリー・ハート[Lonely Heart]
クリスタルキング 大都会
クリスタルキング ユリア…永遠に
クリスタルキング 愛をとりもどせ!!
クリスタルキング 愛をとりもどせ!!〈ハードコアMIX〉
Crystal Kay Kiss
Crystal Kay Motherland
Crystal Kay 恋におちたら
Crystal Kay こんなに近くで...
Crystal Kay ONE
Crystal Kay Superman
Crystal Kay Time of Love
CRYSTALS CRYSTAL CHILDREN
クリスマスソング きよしこの夜
クリスマスソング ジングル・ベル〈全日本語詞〉
栗林みな実 君の中の英雄
栗林みな実 翼はPleasure Line
栗林みな実 Shining☆Days
栗林みな実 STRAIGHT JET
栗林みな実 あなたが…いない
栗林みな実 冥夜花伝廊
栗林みな実 あんりある パラダイス
栗原正己 こたつたこ
栗原正己 いたちのたぬき
栗原正己・杉並児童合唱団 スーのうた
栗山千明 可能性ガール
栗山千明 コールドフィンガーガール
グリン 君のそばで ～ヒカリのテーマ～
グリン 君のそばで ～ヒカリのテーマ～〈POP-UP VER.〉
グリンピース/コロムビアゆりかご会 タリラリランのコニャニャチワ
グループ魂 君にジュースを買ってあげる
グループ魂 だだだ
来栖翔(下野紘) オレサマ愛歌
来栖翔(下野紘) コズミックRUNNER
来栖翔(下野紘) 男気全開Go! Fight!!
来栖翔(下野紘) Changing our Song!
来海えりか/キュアマリン(水沢史絵) スペシャル*カラフル
くるり ワンダーフォーゲル
くるり ばらの花
GLAY RAIN
GLAY Yes,Summerdays
GLAY グロリアス
GLAY ホワイトロード
GLAY Together
GLAY BELOVED
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歌手名（50音順） 曲名
GLAY a Boy ～ずっと忘れない～
GLAY 月に祈る
GLAY 都忘れ
GLAY 口唇
GLAY 春を愛する人
GLAY HOWEVER
GLAY カーテンコール
GLAY カナリヤ
GLAY 千ノナイフガ胸ヲ刺ス
GLAY 軌跡の果て
GLAY 誘惑
GLAY SOUL LOVE
GLAY pure soul
GLAY I'm in Love
GLAY BE WITH YOU
GLAY Winter,again
GLAY サバイバル
GLAY ここではない、どこかへ
GLAY HAPPINESS
GLAY 生きがい
GLAY 夏音
GLAY 100万回のKISS
GLAY Way of Difference
GLAY とまどい
GLAY SPECIAL THANKS
GLAY Missing You
GLAY VERB
GLAY いつか
GLAY BEAUTIFUL DREAMER
GLAY I am xxx
GLAY Precious
GLAY×EXILE SCREAM
グレイ(CV:中村悠一) Frozen Soul
Crazy Ken Band タイガー&ドラゴン
Crazy Ken Band あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。
Crazy Ken Band 1107
Crazy Ken Band 昼顔
グレープ 精霊流し
グレープ 無縁坂
グレープ 縁切寺
KREVA イッサイガッサイ
KREVA 今夜はブギー・バック
Clef feat.Buzz Reverse Of Mind
グレル・サトクリフ(福山潤) 深紅
くろーばー うんとこサンバ
globe Feel Like dance
globe Joy to the love[globe]
globe SWEET PAIN
globe DEPARTURES
globe FREEDOM
globe Precious Memories
globe Is this love
globe Can't Stop Fallin' in Love
globe FACE
globe FACES PLACES
globe Anytime smokin' cigarette
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歌手名（50音順） 曲名
globe Wanderin' Destiny
globe Love again
globe wanna Be A Dreammaker
globe Sa Yo Na Ra
globe Perfume of love
globe Many Classic Moments
クローム髑髏(明坂聡美) 涙の温度
クローム髑髏(明坂聡美) セツナノキヲク
黒木憲 別れても
黒木マリナ コイ クル
黒木メイサ LOL!
黒木メイサ 5-FIVE-
黒木メイサ SHOCK -運命-
黒木メイサ Wired Life
黒崎真音 メモリーズ・ラスト
黒崎真音 Magic∞world
黒崎真音 ANSWER
黒沢明とロス・プリモス 君からお行きよ
黒沢健一 PALE ALE
黒沢年男 時には娼婦のように
黒沢久雄 若者たち
黒猫チェルシー アナグラ
ザ・クロマニヨンズ ナンバーワン野郎!
ザ・クロマニヨンズ ひらきっぱなし
ザ・クロマニヨンズ タリホー
黒夢 Miss MOONLIGHT
黒夢 BEAMS
黒夢 NITE&DAY
黒夢 少年
Qwai サヨナラの空
桑島法子 深海の孤独
桑田佳祐 いつか何処かで[I FEEL THE ECHO]
桑田佳祐 悲しい気持ち[Just a man in love]
桑田佳祐 真夜中のダンディー
桑田佳祐 月
桑田佳祐 波乗りジョニー
桑田佳祐 祭りのあと
桑田佳祐 白い恋人達
桑田佳祐 東京
桑田佳祐 可愛いミーナ
桑田佳祐 明日晴れるかな
桑田佳祐 風の詩を聴かせて
桑田佳祐 ダーリン
桑田佳祐 明日へのマーチ
桑田佳祐 Let's try again ～kuwata keisuke ver.～
桑田佳祐 君にサヨナラを
桑田佳祐 本当は怖い愛とロマンス
桑田佳祐 EARLY IN THE MORNING
桑田佳祐 いいひと ～Do you wanna be loved ?～
桑田佳祐 古の風吹く杜
桑田佳祐 銀河の星屑
桑田佳祐 OSAKA LADY BLUES ～大阪レディ・ブルース～
桑田佳祐 それ行けベイビー!!
桑田佳祐 月光の聖者達(ミスター・ムーンライト)
桑田佳祐&Mr.Children 奇跡の地球
KUWATA BAND BAN BAN BAN
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歌手名（50音順） 曲名
KUWATA BAND ONE DAY
KUWATA BAND スキップ・ビート
KUWATA BAND Merry X'mas In Summer
桑名正博 月のあかり
桑名正博 セクシャル バイオレット No.1
軍歌 ラバウル小唄
軍歌 月月火水木金金
軍歌 加藤隼戦闘隊 -加藤部隊歌-
軍歌 ダンチョネ節
軍歌 海ゆかば
軍歌 愛馬進軍歌
軍歌 太平洋行進曲
軍歌 軍艦行進曲
軍歌 空の神兵
軍歌 ズンドコ節
群馬県民謡 草津節
K over...
K Only Human
桂銀淑 すずめの涙
桂銀淑 酔いどれて
桂銀淑 大阪暮色
桂銀淑 夢おんな
桂銀淑 真夜中のシャワー
桂銀淑 花のように 鳥のように
桂銀淑 ベサメムーチョ
桂銀淑 昭和最後の秋のこと
KG 君じゃなきゃ duet with 安田奈央
KG どんなに離れても duet with AZU
KG また出逢えたなら… duet with HanaH
KG 君に言えなかった想い duet with May J.
毛皮のマリーズ 愛のテーマ
ケツメイシ バラード
CHEMISTRY キミがいる
CHEMISTRY Point of No Return
CHEMISTRY 君をさがしてた ～The Wedding Song～
CHEMISTRY Wings of Words
CHEMISTRY almost in love
CHEMISTRY 約束の場所
CHEMISTRY You Go Your Way
CHEMISTRY 君をさがしてた ～New Jersey United～
CHEMISTRY 最期の川
CHEMISTRY PIECES OF A DREAM
CHEMISTRY It Takes Two
CHEMISTRY 合鍵
CHEMISTRY a better tomorrow
CHEMISTRY merry-go-round
CHEMISTRY My Gift to You〈'08 winter ver.〉
Kra 絆 -キズナ-
KELUN SIGNAL
KELUN CHU-BURA
ケロロ・オールスターズ ケロロ小隊公認! 熱烈歓迎的えかきうた!!
ケロロ小隊(渡辺久美子・中田譲治・小桜エツ子・子安武人・草尾毅) メンドク星マーチ〈小隊Ver.〉
ケロロ小隊(渡辺久美子・中田譲治・小桜エツ子・子安武人・草尾毅) なんて素敵な土曜日
KENN with The NaB's Wake Up Your Heart
研ナオコ 六本木レイン
研ナオコ 愚図
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歌手名（50音順） 曲名
研ナオコ 泣かせて
研ナオコ 夏をあきらめて
研ナオコ あばよ
研ナオコ かもめはかもめ
研ナオコ ひとりぽっちで踊らせて
研ナオコ Tokyo見返り美人
研ナオコ 窓ガラス
古泉一樹(小野大輔) まっがーれ↓スペクタクル〈technoid goes to hollywood mix〉
古泉一樹(小野大輔) 「つまらない話ですよ」と僕は言う
古泉一樹(小野大輔) ハレ晴レユカイ〈Ver.古泉一樹〉
古泉一樹(小野大輔) まっがーれ↓スペクタクル
小泉今日子 まっ赤な女の子
小泉今日子 艶姿ナミダ娘
小泉今日子 学園天国
小泉今日子 渚のはいから人魚
小泉今日子 なんてったってアイドル
小泉今日子 ヤマトナデシコ七変化
小泉今日子 魔女
小泉今日子 スターダスト・メモリー
小泉今日子 夜明けのMEW
小泉今日子 あなたに会えてよかった
小泉今日子 木枯しに抱かれて
小泉今日子 My Sweet Home
小泉今日子 私の16才
小泉今日子 優しい雨
小泉今日子 ひとり街角
小泉今日子 迷宮のアンドローラ
校歌・学生歌 早稲田大学校歌
効果マン&効果ギャル お願いだからうたわないで
香西かおり 恋舟
香西かおり 雨酒場
香西かおり 流恋草
香西かおり 無言坂
香西かおり 居酒屋「敦賀」
香西かおり 越前恋歌
香西かおり 宇治川哀歌
香西かおり 人形(おもちゃ)
香西かおり 浮雲
香西かおり 望郷十年
香西かおり 最北航路
香西かおり 風恋歌
香西かおり くちなしの花
香西かおり 女の帰郷
香西かおり 春陽炎
香西かおり TOKIO千一夜
倖田來未 Selfish
倖田來未 Butterfly
倖田來未 flower
倖田來未 you
倖田來未 Birthday Eve
倖田來未 D.D.D. feat.SOULHEAD
倖田來未 Shake It Up
倖田來未 No Regret
倖田來未 WIND
倖田來未 恋のつぼみ
倖田來未 With your smile
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歌手名（50音順） 曲名
倖田來未 夢のうた
倖田來未 ふたりで…
倖田來未 運命
倖田來未 愛証
倖田來未 TAKE BACK
倖田來未 Poppin'love cocktail feat.TEEDA
倖田來未 Crazy 4 U
倖田來未 最後の雨〈Time Heals Version〉
倖田來未 walk
倖田來未 Rain
倖田來未 最後の雨
倖田來未 大切な君へ
倖田來未 TABOO
倖田來未 あなただけが
倖田來未 walk ～to the future～
倖田來未 TATTOO
倖田來未 ラヴ・イズ・オーヴァー
倖田來未 言えないよ
倖田來未 ワインレッドの心
倖田來未 小さな恋のうた
倖田來未 0時前のツンデレラ
倖田來未 め組のひと
倖田來未 Swallowtail Butterfly ～あいのうた～
倖田來未 さよならの向う側
倖田來未 恋のつぼみ〈A Cup Of Milk Tea Bossa Nova Version〉
倖田來未 恋のつぼみ〈Shohei Matsumoto Remix〉
倖田來未 Butterfly〈Prog5 Mirrorball Remix〉
倖田來未×misono It's all Love!
香田晋 白川郷
香田晋 修善寺しぐれ
河野陽吾 HUSTLE MUSCLE
郷ひろみ 2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-
郷ひろみ マイレディー
郷ひろみ セクシー・ユー
郷ひろみ 言えないよ
郷ひろみ お嫁サンバ
郷ひろみ How manyいい顔
郷ひろみ 男の子女の子
郷ひろみ ハリウッド・スキャンダル
郷ひろみ 小さな体験
郷ひろみ 林檎殺人事件(りんごさつじんじけん)
郷ひろみ 僕がどんなに君を好きか、君は知らない
郷ひろみ 逢いたくてしかたない
郷ひろみ あなたがいたから僕がいた
郷ひろみ 花とみつばち
郷ひろみ 男願 Groove!
郷ひろみ 僕らのヒーロー
郷ひろみ 愛してる
郷ひろみ お嫁サンバ〈2007 New Vocal Heat Ver.〉
郷ひろみ/樹木希林 お化けのロック
高鈴 愛してる
GOING UNDER GROUND トワイライト
GOING UNDER GROUND LISTEN TO THE STEREO!!
Going Steady BABY BABY
Going Steady 銀河鉄道の夜
GO!GO!7188 浮舟
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歌手名（50音順） 曲名
GO!GO!7188 C7
GO!GO!7188 こいのうた
GO!GO!7188 片思いファイター
GO!GO!7188 神様のヒマ潰し
Ko-saku 三璃紗伝説 ～The Brave Legend～
ゴーストノート I、愛、会い
GO-BANG'S あいにきて I NEED YOU!
KOH+ KISSして
KOH+ 最愛
ザ・ゴールデン・カップス 長い髪の少女
ゴールデンボンバー 女々しくて- K-POP バージョン -
ゴールデンボンバー 僕クエスト
ゴールデンボンバー 眠たくて
ゴールデンボンバー トラウマキャバ嬢
ゴールデンボンバー かっこいいな英語って
ゴールデンボンバー †ザ・V系っぽい曲†
ゴールデンボンバー じれったい
ゴールデンボンバー 忙しくてよかった
ゴールデンボンバー また君に番号を聞けなかった
ゴールデンボンバー あしたのショー
ゴールデンボンバー レッツゴーKY
ゴールデンボンバー だからバイバイ
ゴールデンボンバー まさし
ゴールデンボンバー らふぃおら
ゴールデンボンバー 今夜はトゥナイト
ゴールデンボンバー 今夜も眠れない(病的な意味で)
ゴールデンボンバー 元カレ殺ス
ゴールデンボンバー 女々しくて
ゴールデンボンバー ごめんね、愛してる
ゴールデンボンバー ultra PHANTOM
ゴールデンボンバー 抱きしめてシュヴァルツ
ゴールデンボンバー 春が来る前に
ゴールデンボンバー TSUNAMIのジョニー
ゴールデンボンバー 愛してると言えなくて
ゴールデンボンバー 毒グモ女(萌え燃え編)
ゴールデンボンバー もうバンドマンに恋なんてしない
ゴールデンボンバー イヤホン
こおろぎ'73 がんばれドカベン
こおろぎ'73/コロムビアゆりかご会 元祖天才バカボンの春
コーロ・ステルラ/みすず児童合唱団 ウルトラマンのうた
小金沢昇司 ありがとう…感謝
小金沢昇司 神楽坂
小金沢昇司 はまなす海岸
小金沢昇司 冬の旅人
小神あきら(今野宏美) 三十路岬(みそじみさき)
KOKIA ありがとう…
KOKIA たった1つの想い
KOKIA 大事なものは目蓋の裏
kokua Progress
国生さゆり with おニャン子クラブ バレンタイン・キッス
獄寺隼人(市瀬秀和) YELL
獄寺隼人(市瀬秀和) 走れ
獄寺隼人(市瀬秀和) vs 山本武(井上優) 俺達のJOY!
こくぶ 定年 そんな貴方についてきた
小暮英麻(かれん) オーロラの風に乗って
CoCo EQUALロマンス
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歌手名（50音順） 曲名
CoCo 思い出がいっぱい
小坂明子 あなた
小坂恭子 想い出まくら
小坂りゆ 断罪の花 ～Guilty Sky～
小桜舞子 こころ川
小桜舞子 おんなの夜汽車
児島未散 ジプシー
こじまめぐみ FRUITS CANDY
小島めぐみ(蘭花) 花と蝶のセレナーデ
小島よしお だいじょうぶスッポンポン・フレンド
小清水亜美 けせら・せら
ザ・50回転ズ ゲゲゲの鬼太郎
五条哲也 北へ流れて
五條真由美 DANZEN! ふたりはプリキュア
五條真由美 ゲッチュウ! らぶらぶぅ?!
五條真由美 DANZEN!ふたりはプリキュア〈Ver.Max Heart〉
五條真由美 GO! GO! サンシャイン
五條真由美 Sweet Romance
五條真由美 夢にエール!パティシエール♪
五條真由美 プリキュア5、スマイル go go!
五條真由美 with キュア・デラックス キラキラ kawaii!プリキュア大集合♪
五條真由美 with フラッピ&チョッピーズ ガンバランス de ダンス
五條真由美/ヤング・フレッシュ ムリムリ!?ありあり!!INじゃぁな～い?!
小杉十郎太 やきそばパンマン流れ旅
The Gospellers ミモザ
The Gospellers ひとり
The Gospellers 星屑の街
The Gospellers 永遠に
The Gospellers 青い鳥
The Gospellers ウイスキーが、お好きでしょ
ゴダイゴ ビューティフル・ネーム
ゴダイゴ ガンダーラ
ゴダイゴ HOLY AND BRIGHT
ゴダイゴ THE GALAXY EXPRESS 999
ゴダイゴ モンキー・マジック〈全英語詞〉
ゴダイゴ テイキング・オフ!
ゴダイゴ THE GALAXY EXPRESS 999〈全英語詞〉
伍代夏子 戻り川
伍代夏子 恋挽歌
伍代夏子 忍ぶ雨
伍代夏子 水なし川
伍代夏子 雪中花
伍代夏子 ひとり酒
伍代夏子 鳴門海峡
伍代夏子 金木犀
伍代夏子 舟
伍代夏子 紅一輪
伍代夏子 霧笛橋
国歌 君が代
Cocco カウントダウン
Cocco 強く儚い者たち
Cocco 遺書。
Cocco Raining
Cocco 雲路の果て
Cocco あなたへの月
Cocco 樹海の糸
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歌手名（50音順） 曲名
Cocco ポロメリア
Cocco ジュゴンの見える丘
Cocco 焼け野が原
cossami After the rain
コッシー&スイちゃん はじめまちおんど
コッシー&スイちゃん&サボさん ぼくコッシー
コッシー&スイちゃん&サボさん サボさんまいったな(番組バージョン 1ばん)
後藤真希 愛のバカやろう
琴風豪規 まわり道
琴風豪規/石川さゆり 東京めぐり愛
KOTOKO Re-sublimity
KOTOKO Shooting Star
KOTOKO agony
KOTOKO Loop-the-Loop
KOTOKO 碧羅の天へ誘えど
KOTOKO being
KOTOKO daily-daily Dream
KOTOKO Light My Fire
KOTOKO ハヤテのごとく!
KOTOKO 七転八起☆至上主義!
KOTOKO BLAZE
KOTOKO Sociometry
kotoko 蒼-iconoclast
ことちゃん、ワンワン なれなれなあれ
ことちゃん/ワンワン/うーたん ブンブン ブキューン!
ことちゃん/ワンワン/うーたん ころころりん と ごろごろごん
ことちゃん/ワンワン/うーたん しっぽのうた
ことちゃん/ワンワン/うーたん おひさまとダンス
ことちゃん/ワンワン/うーたん いもむしさんの うんどうかい
ことちゃん/ワンワン/うーたん とんとんトマトちゃん
ことちゃん/ワンワン/うーたん おちゃ ちゃちゃちゃ
ことちゃん/ワンワン/うーたん ゆきだるまのユキちゃんと
ことちゃん/ワンワン/うーたん いないいないばぁっ! ～もりのくに～
ことちゃん、ワンワン、うーたん おにぎり ぽん!
琴吹紬(寿美菜子) Diaryはフォルテシモ
琴吹紬(寿美菜子) Dear My Keys ～鍵盤の魔法～
琴吹紬(寿美菜子) Humming Bird
KODOMO BAND SILENT SURVIVOR
小夏/ひとみ/レイナ てのひらを太陽に
近衛スバル(CV.井口裕香)、涼月奏(CV.喜多村英梨)、宇佐美マサム
ネ(CV.伊瀬茉莉也)

君にご奉仕

coba&松本梨香 めざせポケモンマスター2002
coba&宮沢和史 ひとりぼっちじゃない
小林愛香 君を守りたい
小林明子 恋におちて
小林旭 北へ
小林旭 惜別の唄
小林旭 女房きどり
小林旭 ごめんね
小林旭 純子
小林旭 北帰行
小林旭 熱き心に
小林旭 昔の名前で出ています
小林旭 ついて来るかい
小林旭 もう一度一から出なおします
小林旭 昭和・露地裏話
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歌手名（50音順） 曲名
小林旭 遠き昭和の…
小林泉美 Dancing Star
小林幸子 ふたたびの
小林幸子 もしかして
小林幸子 雪椿
小林幸子 おもいで酒
小林幸子 風といっしょに
小林幸子 おんなの酒場
小林幸子/美樹克彦 もしかしてPartII
小林沙苗 つないだ手にキスを
小林沙苗(レディ バット) 暗黒の翼
小林昭次郎 女ですもの
小林ゆう るんるんりる らんらんらら
小林ゆう HANAJI
小比類巻かほる I'm Here
小比類巻かほる City Hunter ～愛よ消えないで～
小比類巻かほる Hold On Me
コブクロ ここにしか咲かない花
コブクロ 轍 -わだち-
コブクロ 桜
コブクロ 風
コブクロ 太陽
コブクロ 蕾(つぼみ)
コブクロ 風見鶏
コブクロ 蒼く 優しく
コブクロ 君色
コブクロ YELL ～エール～
コブクロ WHITE DAYS
コブクロ 雪の降らない街
コブクロ 宝島
コブクロ blue blue
コブクロ NOTE
コブクロ 未来への帰り道
コブクロ 轍 -Street stroke-
コブクロ 愛する人よ
コブクロ DOOR
コブクロ 永遠にともに
コブクロ Million Films
コブクロ エピローグ
コブクロ 時の足音
コブクロ 赤い糸
コブクロ ベテルギウス
コブクロ 願いの詩
コブクロ 赤い糸〈Live at 大阪城ホール 2007.07.05〉
コブクロ Diary
コブクロ コイン
コブクロ どんな空でも
コブクロ 月光
コブクロ 水面の蝶
コブクロ 虹
コブクロ Summer rain
コブクロ STAY
コブクロ 恋心
コブクロ 三日月
コブクロ I LOVE YOU
コブクロ 卒業写真
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歌手名（50音順） 曲名
コブクロ いつまでも変わらぬ愛を
コブクロ 奇跡の地球
コブクロ 流星
コブクロ 君への主題歌
コブクロ Blue Bird
コブクロ あの太陽が、この世界を照らし続けるように。
コブクロ シルエット
コブクロ あなたへと続く道
コブクロ 毎朝、ボクの横にいて。〈Sweet drip mix〉
コブクロ 神風
ザ・コブラツイスターズ 路地裏の宇宙少年
小松未歩 謎
小松未歩 願い事ひとつだけ
小松未歩 氷の上に立つように
小松未歩 あなたがいるから
小松里賀 my sweet heart
コミネリサ(lisa) Missing You
コミネリサ(lisa) Resuscitated Hope
コミネリサ(lisa) unity
コミネリサ(lisa) 宇宙に咲く
小村美貴 おんなみれん節
小室哲哉 RUNNING TO HORIZON
こむろゆい たからもの
米米CLUB 浪漫飛行
米米CLUB sure danse
米米CLUB ひとすじになれない
米米CLUB TIME STOP
米米CLUB FUNK FUJIYAMA
米米CLUB 君がいるだけで
米米CLUB I・CAN・BE
米米CLUB 愛してる
米米CLUB 上を向いて唄おう
米米CLUB 手紙
米米CLUB 嗚呼!浪漫飛行
小柳ゆき あなたのキスを数えましょう ～You were mine～
小柳ゆき remain ～心の鍵
小柳ゆき 愛情
小柳ゆき be alive
小柳ゆき あなたのキスを数えましょう ～You were mine～〈English Version〉
小柳ルミ子 瀬戸の花嫁
小柳ルミ子 今さらジロー
小柳ルミ子 乱
小柳ルミ子 わたしの城下町
小柳ルミ子 漁火恋唄
小柳ルミ子 お久しぶりね
小柳ルミ子 お祭りの夜
小柳ルミ子 星の砂
小柳ルミ子 京のにわか雨
小柳ルミ子 やさしくして
小山茉美/コロムビアゆりかご会 アラレちゃん音頭
コロムビアゆりかご会 鉄腕アトム
金色小春&一氏ユウジ 鉄板ソング
近藤夏子 リハーサル
近藤房之助 しまみみとりらむっ
近藤真彦 ハイティーン・ブギ
近藤真彦 スニーカーぶる～す
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歌手名（50音順） 曲名
近藤真彦 夕焼けの歌
近藤真彦 ギンギラギンにさりげなく
近藤真彦 ああ、グッと
近藤真彦 ケジメなさい
近藤真彦 愚か者
近藤真彦 北街角
近藤真彦 ブルージーンズ メモリー
近藤真彦 ヨコハマ・チーク
近藤真彦 情熱☆熱風 せれなーで
近藤真彦 ミッドナイト・シャッフル
近藤真彦 アンダルシアに憧れて
近藤真彦 心 ざんばら
近藤真彦 恋 ざんばら
近藤よし子/キング子鳩会 月光仮面は誰でしょう
今野友加里 ときめきの導火線
サーカス アメリカン・フィーリング
サーターアンダギー 君が辻
サーターアンダギー ヤンバルクイナが飛んだ
サーターアンダギー 沖縄に行きませんか
サーターアンダギー 大切な人
サーターアンダギー 卒業
ZARD きっと忘れない
ZARD IN MY ARMS TONIGHT
ZARD Good-bye My Loneliness
ZARD 負けないで
ZARD 君がいない
ZARD 揺れる想い
ZARD この愛に泳ぎ疲れても
ZARD Oh my love
ZARD こんなにそばに居るのに
ZARD 愛は暗闇の中で
ZARD 愛が見えない
ZARD あなたを感じていたい
ZARD Just believe in love
ZARD 心を開いて
ZARD Don't you see!
ZARD 君に逢いたくなったら・・・
ZARD 永遠
ZARD 息もできない
ZARD 星のかがやきよ
ZARD 夏を待つセイル(帆)のように
ZARD 運命のルーレット廻して
ZARD 少女の頃に戻ったみたいに
ZARD 悲しいほど貴方が好き
ZARD 翼を広げて
ZARD グロリアス マインド
ZARD 明日を夢見て
ZARD DAN DAN 心魅かれてく
ZARD 突然
ZARD 負けないで〈'07 Live Ver.〉
サーニャ・V・リトヴャク(門脇舞以)&エイラ・イルマタル・ユー
ティライネン(大橋歩夕)

Sweet Duet(New Version)

surface それじゃあバイバイ
surface Re:START
surface 夢の続きへ
surface 素直な虹
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歌手名（50音順） 曲名
サイキックラバー 超!最強!ウォーリアーズ
サイキックラバー Precious Time,Glory Days
西郷輝彦 星のフラメンコ
西郷輝彦 ねがい
西城秀樹 走れ正直者
西城秀樹 ギャランドゥ
西城秀樹 ブルースカイ ブルー
西城秀樹 傷だらけのローラ
西城秀樹 激しい恋
西城秀樹 情熱の嵐
西城秀樹 ターンAターン
PSY・S Angel Night ～天使のいる場所～
財津一郎&小倉優子 帰ってきたケロッ!とマーチ
齋藤彩夏 げんき げんき ノンタン
斉藤和義 歩いて帰ろう
斉藤和義 空に星が綺麗
斉藤和義 歌うたいのバラッド
斉藤和義 僕の見たビートルズはTVの中
斉藤和義 君の顔が好きだ
斉藤和義 やさしくなりたい
斉藤和義 ウエディング・ソング
斉藤和義 おつかれさまの国
斉藤和義 やぁ 無情
斉藤伸子 たなばたさま
斉藤伸子/水木一郎/東京放送児童合唱団 そうだったらいいのにな
斉藤昌子 おはなしゆびさん
斉藤由貴 夢の中へ
斉藤由貴 悲しみよこんにちは
斉藤由貴 MAY
斉藤由貴 白い炎
斉藤由貴 初戀
斉藤由貴 情熱
斉藤由貴 卒業
斉藤由貴 砂の城
斉藤由貴 AXIA ～かなしいことり～
Sound Horizon エルの肖像
Sound Horizon エルの天秤
Sound Horizon エルの絵本[笛吹き男とパレード]
Sound Horizon エルの絵本[魔女とラフレンツェ]
Sound Horizon エルの楽園[→side:E→]
Sound Horizon Ark
Sound Horizon Yield
Sound Horizon 辿りつく詩
Sound Horizon 澪音の世界
Sound Horizon 魔法使いサラバント
Sound Horizon StarDust
Sound Horizon 雷神の系譜
Sound Horizon エルの楽園[→side:A→]
Sound Horizon <ハジマリ>のChronicle
Sound Horizon 終端の王と異世界の騎士 ～The Endia & The Knights～
Sound Horizon 争いの系譜
Sound Horizon 冥王
Sound Horizon 雷神域の英雄
Sound Horizon 黒の予言書
Sound Horizon 人生は入れ子人形
Sound Horizon 奴隷市場
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歌手名（50音順） 曲名
Sound Horizon 死せる者達の物語
Sound Horizon 星女神の巫女
Sound Horizon 奴隷達の英雄
Sound Horizon 死せる英雄達の戦い
Sound Horizon 恋人を射ち堕とした日
Sound Horizon Sacrifice
Sound Horizon 檻の中の花
Sound Horizon 朝と夜の物語
Sound Horizon 焔
Sound Horizon 見えざる腕
Sound Horizon 呪われし宝石
Sound Horizon 星屑の革紐
Sound Horizon 緋色の風車 -アルバム「Roman」より-
Sound Horizon 美しきもの
Sound Horizon 歓びと哀しみの葡萄酒
Sound Horizon 黄昏の賢者
Sound Horizon 11文字の伝言
Sound Horizon 緋色の風車 ～Moulin Rouge～
Sound Horizon 石畳の緋き悪魔
Sound Horizon 侵略する者される者
小枝 キラリ☆セーラードリーム!
三枝夕夏 IN db 雲に乗って
三枝夕夏 IN db 眠る君の横顔に微笑みを
三枝夕夏 IN db 君と約束した優しいあの場所まで
酒井司優子 コンピューターおばあちゃん
酒井法子 夢冒険
酒井法子 碧いうさぎ
酒井法子 鏡のドレス
酒井法子 世界中の誰よりきっと
酒井法子 碧いうさぎ〈2007 Version〉
堺正章 街の灯り
堺正章 さらば恋人
堺正章 忘れもの
酒井ミキオ Drastic my soul
さかいゆう まなざし☆デイドリーム
坂上香織 プラトニックつらぬいて
榊原郁恵 夏のお嬢さん
榊原ゆい 片翼のイカロス
坂田おさむ ドラネコロックンロール
坂田おさむ じゅげむ
坂詰美紗子 きっと大丈夫
サカナクション セントレイ
サカナクション 三日月サンセット
坂本九 涙くんさよなら
坂本九 幸せなら手をたたこう
坂本九 見上げてごらん夜の星を
坂本千夏 てんどんまん自慢歌(じまんうた)
坂本冬美 火の国の女
坂本冬美 あばれ太鼓
坂本冬美 祝い酒
坂本冬美 能登はいらんかいね
坂本冬美 夜桜お七
坂本冬美 螢の提灯
坂本冬美 あばれ太鼓 ～無法一代入り～
坂本冬美 風に立つ
坂本冬美 矢切の渡し
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歌手名（50音順） 曲名
坂本冬美 大阪ラプソディー
坂本冬美 雪国 ～駒子 その愛～
坂本冬美 凛として
坂本冬美 アジアの海賊
坂本冬美 なごり雪
坂本冬美 また君に恋してる ～ストリングス・ヴァージョン～
坂本冬美 ずっとあなたが好きでした
坂本冬美 安奈
坂本冬美 オリビアを聴きながら
坂本冬美 想い出まくら
坂本冬美 神田川
坂本冬美 ワインレッドの心
坂本冬美 桜の如く
坂本冬美 また君に恋してる duet with ビリー・バンバン
坂本冬美 また君に恋してる
坂本冬美 雪椿
坂本真綾 約束はいらない
坂本真綾 奇跡の海
坂本真綾 プラチナ
坂本真綾 マメシバ
坂本真綾 tune the rainbow
坂本真綾 Buddy
坂本真綾 ヘミソフィア
坂本真綾 ループ
坂本真綾 指輪
坂本真綾 DOWN TOWN
坂本真綾 風待ちジェット
坂本真綾 マジックナンバー
坂本真綾 さいごの果実
坂本真綾 トライアングラー
坂本真綾 雨が降る
佐良直美 世界は二人のために
佐良直美 いいじゃないの幸せならば
佐川満男 今は幸せかい
咲(樹元オリエ)&舞(榎本温子)&うちやえゆか Yes! プリキュアスマイル♪ ～夢に向かって～
サキタハヂメ るるるの歌〈フルバージョン〉
崎本大海 夜更けのバラッド
崎谷健次郎 もう一度夜をとめて
SuG R.P.G.～Rockin' Playing Game
SuG Crazy Bunny Coaster
SuG 無条件幸福論
SuG Five Starz～五枚目俳優～
SuG mad$hip
SuG dot.0
SuG 小悪魔Sparkling
SuG gr8 story
SuG LOVE SCREAM PARTY
SuG Vi-Vi-Vi
SuG 39GalaxyZ
桜井くみ子 途中下車
桜井くみ子 卯の花しぐれ
櫻井翔(嵐) Can't Let You Go
櫻井翔(嵐) 夢でいいから
櫻井翔(嵐) Hip Pop Boogie
櫻井翔(嵐) T.A.B.O.O
櫻井翔(嵐) このままもっと
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歌手名（50音順） 曲名
桜井秀俊 ～つながりうた～ もりのおく
桜高軽音部 『レッツゴー』〈唯・澪・律・紬・梓Mix〉
桜高軽音部 Cagayake!GIRLS
桜高軽音部 Don't say"lazy"
桜高軽音部 Sweet Bitter Beauty Song
桜高軽音部 Happy!? Sorry!!
桜高軽音部 ふわふわ時間
桜高軽音部 翼をください
桜高軽音部 [平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日
笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子)]

Cagayake!GIRLS (TV size Ver.)

桜高軽音部 [平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬(CV:豊崎愛生、日
笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子)]

Don't say"lazy"(TV size Ver.)

桜高3-2、桜高2-1 桜が丘女子高等学校校歌
桜田淳子 わたしの青い鳥
桜田淳子 はじめての出来事
桜田淳子 夏にご用心
桜田淳子 しあわせ芝居
桜田淳子 追いかけてヨコハマ
桜田淳子 十七の夏
桜田淳子 気まぐれヴィーナス
さくらと一郎 昭和枯れすすき
桜庭裕一郎(長瀬智也) ひとりぼっちのハブラシ
さくらまや 大漁まつり
さくらまや アンパンマンのマーチ〈演歌バージョン〉
佐倉蜜柑(植田佳奈) ピカピカの太陽
佐倉蜜柑(植田佳奈)/今井蛍(釘宮理恵) 幸せの虹
西王母桃(cv中原麻衣) 初戀は柘榴色
笹川京子(稲村優奈)&三浦ハル(吉田仁美) JUMP!!!
笹川京子(稲村優奈)&三浦ハル(吉田仁美)&ランボ(竹内順子)&イーピ
ン(チャン・リーメイ)&クローム髑髏(明坂聡美)

Tatta Latta

笹川京子(稲村優奈)vs三浦ハル(吉田仁美) friend
ささきいさお(佐々木功) たたかえ!キャシャーン
ささきいさお(佐々木功) ゲッターロボ!
ささきいさお(佐々木功) 風の会話
ささきいさお/コロムビアゆりかご会 とべ! グレンダイザー
ささきいさお/杉並児童合唱団 銀河鉄道999
ささきいさお/杉並児童合唱団 青い地球
ささきいさお/ロイヤル・ナイツ 宇宙戦艦ヤマト
ささきいさお/ロイヤル・ナイツ 真赤なスカーフ
佐咲紗花 Zzz
佐咲紗花 星彩のRipieno
佐々木新一 里ごよみ
佐々木勉 あなたのすべてを
佐々木希 パペピプ♪パピペプ♪パペピプポ♪
佐々木真里 はたらくくるま3
サザンオールスターズ 勝手にシンドバッド
サザンオールスターズ 逢いたくなった時に君はここにいない
サザンオールスターズ チャコの海岸物語
サザンオールスターズ C調言葉に御用心
サザンオールスターズ 気分しだいで責めないで
サザンオールスターズ さよならベイビー
サザンオールスターズ 女呼んでブギ
サザンオールスターズ 希望の轍
サザンオールスターズ シャ・ラ・ラ
サザンオールスターズ YOU
サザンオールスターズ いとしのエリー
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歌手名（50音順） 曲名
サザンオールスターズ 匂艶THE NIGHT CLUB
サザンオールスターズ 栞のテーマ
サザンオールスターズ Bye Bye My Love
サザンオールスターズ メロディ
サザンオールスターズ YaYa[あの時代を忘れない]
サザンオールスターズ みんなのうた
サザンオールスターズ Oh! クラウディア
サザンオールスターズ ボディ・スペシャルII
サザンオールスターズ Miss Brand-New Day
サザンオールスターズ 思い過ごしも恋のうち
サザンオールスターズ 真夏の果実
サザンオールスターズ いなせなロコモーション
サザンオールスターズ クリスマス・ラブ (涙のあとには白い雪が降る)
サザンオールスターズ 忘れられたBig Wave
サザンオールスターズ エロティカ・セブン
サザンオールスターズ 涙のキッス
サザンオールスターズ シュラバ★ラ★バンバ
サザンオールスターズ お願いD.J.
サザンオールスターズ 私はピアノ
サザンオールスターズ わすれじのレイド・バック
サザンオールスターズ 鎌倉物語
サザンオールスターズ 君だけに夢をもう一度
サザンオールスターズ せつない胸に風が吹いてた
サザンオールスターズ 慕情
サザンオールスターズ CHRISTMAS TIME FOREVER
サザンオールスターズ 松田の子守唄
サザンオールスターズ 恋はお熱く
サザンオールスターズ 旅姿六人衆
サザンオールスターズ 海
サザンオールスターズ マンピーのG★SPOT
サザンオールスターズ あなただけを ～Summer Heartbreak～
サザンオールスターズ 愛と欲望の日々
サザンオールスターズ 愛の言霊 ～Spiritual Message
サザンオールスターズ 恋のジャック・ナイフ
サザンオールスターズ 太陽は罪な奴
サザンオールスターズ BLUE HEAVEN
サザンオールスターズ LOVE AFFAIR ～秘密のデート
サザンオールスターズ 素敵な夢を叶えましょう
サザンオールスターズ BOHBO No.5
サザンオールスターズ 神の島遥か国
サザンオールスターズ DIRTY OLD MAN ～さらば夏よ～
サザンオールスターズ 心を込めて花束を
サザンオールスターズ 夏をあきらめて
サザンオールスターズ TSUNAMI
サザンオールスターズ 朝方ムーンライト
サザンオールスターズ I AM YOUR SINGER
サザンオールスターズ HOTEL PACIFIC
サザンオールスターズ 彩 ～Aja～
サザンオールスターズ 涙の海で抱かれたい ～SEA OF LOVE～
サザンオールスターズ 雨上がりにもう一度キスをして
サザンオールスターズ 君こそスターだ
サザンオールスターズ 夢に消えたジュリア
サザンオールスターズ ロックンロール・スーパーマン ～Rock'n Roll Superman～
サザンクロス 前橋ブルース
指原莉乃 それでも好きだよ
さだまさし 関白宣言
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歌手名（50音順） 曲名
さだまさし 雨やどり
さだまさし 恋愛症候群 ～その発病及び傾向と対策に関する一考察～
さだまさし 案山子
さだまさし 主人公
さだまさし 奇跡 ～大きな愛のように～
さだまさし 道化師のソネット
さだまさし 防人の詩(さきもりのうた)
さだまさし 関白失脚
さだまさし 天までとどけ
さだまさし 風に立つライオン
さだまさし 檸檬(れもん)
さだまさし 線香花火
さだまさし 飛梅
さだまさし 北の国から
さだまさし 秋桜
さだまさし セロ弾きのゴーシュ
さだまさし 償い
さだまさし 縁切寺
さだまさし まほろば
さだまさし 親父の一番長い日
さだまさし 私は犬になりたい￥490〈シングル・ヴァージョン〉
さだまさし 愛燦燦
さだまさし 最終案内
さち&じゅり ポケットにファンタジー
SADS 忘却の空
佐藤朱美 いとおしい人のために
佐藤さんと鈴木くん 空は青
佐藤竹善 with コブクロ 木蘭の涙
さとう宗幸 青葉城恋唄
サトシ(松本梨香) スパート!
サトシ(松本梨香)&ヒカリ(豊口めぐみ) ハイタッチ!〈2009〉
サトシ(松本梨香)&ヒカリ(豊口めぐみ) ハイタッチ!
里田まい with 合田兄妹 もうすぐクリスマス
里田まい with 合田兄妹 バイバイ
里見浩太朗 花冷え
里見浩太朗 流星～いにしえの夜空(そら)へ～
里見浩太朗/横内正 あゝ人生に涙あり
Sana チェリ・ガール
さねよしいさ子 キョロちゃん絵かき歌
佐野元春 ガラスのジェネレーション
佐野元春 Young Bloods
佐野元春 約束の橋
佐野元春 アンジェリーナ
佐野元春 SOMEDAY
savage genius Forever...
savage genius あいぞめ ～二籠
savage genius JUST TUNE
savage genius feat.近江知永 Maze
Safarii この恋にさよなら
ザ・サベージ いつまでもいつまでも
SABOTEN シナリオ
Something ELse ラストチャンス
samfree ルカルカ★ナイトフィーバー
SAYAKA ever since
サラ・ブライトマン × 久石譲 Stand Alone
SALLY バージン・ブルー
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歌手名（50音順） 曲名
猿岩石 白い雲のように
沢井美空 なきむし。
沢田研二 憎みきれないろくでなし
沢田研二 TOKIO
沢田研二 ダーリング
沢田研二 カサブランカ・ダンディ
沢田研二 ス・ト・リ・ッ・パー
沢田研二 勝手にしやがれ
沢田研二 時の過ぎゆくままに
沢田研二 危険なふたり
沢田研二 LOVE ～抱きしめたい～
沢田研二 追憶
沢田研二 サムライ
沢田研二 許されない愛[The Forbidden Love]
沢田研二 ヤマトより愛をこめて
沢田研二 あなたへの愛
沢田研二 君をのせて[My Boat For You]
沢田研二 あなたに今夜はワインをふりかけ
沢田研二 コバルトの季節の中で
沢田知可子 幸せになろう
沢田綱吉(國分優香里) ひとつだけ
沢田綱吉(國分優香里) 守るべきもの
沢田綱吉(國分優香里)&バジル(寺崎裕香) RIGHT NOW
沢田綱吉(國分優香里) with ボンゴレファミリー(ニーコ・市瀬秀
和・井上優・木内秀信・近藤隆・飯田利信・竹内順子・津田健次
郎・稲村優奈・吉田仁美・チャン・リーメイ)

ファミリー・改 ～vs ミルフィオーレ～

沢田綱吉(國分優香里) with ボンゴレファミリー(ニーコ・市瀬秀
和・井上優・木内秀信・近藤隆・飯田利信・竹内順子・津田健次
郎・稲村優奈・吉田仁美・チャン・リーメイ)

未来の大空へ

沢田綱吉(國分優香里) with ボンゴレファミリー(ニーコ・市瀬秀
和・井上優・木内秀信・近藤隆・飯田利信・竹内順子・津田健次
郎・稲村優奈・吉田仁美・チャン・リーメイ)

ファミリー ～約束の場所～

SUN & LUNAR Romantic summer
3グァバトリオ(葵剣太郎/芥川慈郎/丸井ブン太) BRAND NEW DAY
SunSet Swish ありがとう
SunSet Swish さくらびと
SunSet Swish マイペース
SunSet Swish モザイクカケラ
三千院ナギ&綾崎ハヤテ starring 釘宮理恵&白石涼子 カラコイ ～だから少女は恋をする～
三代目 J Soul Brothers FIGHTERS
三代目 J Soul Brothers リフレイン
3・4フィーバーズ 僕の先生はフィーバー
Sandra Hohn LOVE SQUALL
Sunflower's Garden Believe In Tomorrow
Sunflower's Garden もしもこの世界で君と僕が出会えなかったら
サンボマスター 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ
サンボマスター 青春狂騒曲
サンボマスター きみのキレイに気づいておくれ
サンボマスター 希望の道
サンボマスター できっこないを やらなくちゃ
サンボマスター 君を守って 君を愛して
サンボマスター 世界をかえさせておくれよ
サンボマスター 光のロック
XIAH junsu 君がいれば ～Beautiful Love～
THEATRE BROOK 裏切りの夕焼け
G.Addict monochrome
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歌手名（50音順） 曲名
C&K 続→60億分の1
Sea☆A DELI-DELI☆DELICIOUS
CNBLUE In My Head
CM NETWORK ヨドバシカメラの歌
G-GRIP Winners
C-C-B Romanticが止まらない
C-C-B Lucky Chanceをもう一度
See-Saw 君は僕に似ている
See-Saw 君がいた物語
See-Saw あんなに一緒だったのに
椎名佐千子 霧降り岬
椎名佐千子 女の華祭り
椎名恵 いつか空に届いて
椎名林檎 ここでキスして。
椎名林檎 モルヒネ
椎名林檎 シドと白昼夢
椎名林檎 同じ夜
椎名林檎 警告
椎名林檎 罪と罰
椎名林檎 浴室
椎名林檎 アイデンティティ
椎名林檎 真夜中は純潔
椎名林檎 愛妻家の朝食
椎名林檎 カーネーション
椎名林檎 りんごのうた
椎名林檎 翳りゆく部屋
椎名林檎 ありあまる富
しいの乙吉 恋風
しいの乙吉 ありがとう
しいの実 高山の夜
SEAMO MOTHER
SEAMO ルパン・ザ・ファイヤー
SEAMO Continue
SEAMO My ANSWER
SEAMO 心の声 featuring AZU
JAYWALK JUST BECAUSE
JAYWALK 何も言えなくて…夏
JK(次長課長) 晴れる道～宇宙人に合わせる顔がねぇ!～
J Soul Brothers My Place
JAY'ED 最後の優しさ
JAY'ED×JUJU 永遠はただの一秒から
JEJUNG & YUCHUN(from 東方神起) COLORS ～Melody and Harmony～
JEJUNG from 東方神起 Maze
ジェニス・カトレーン(水樹奈々) 永遠の歌姫
Che'Nelle BABY I LOVE U (English Ver.)
shela Days
shela 月と太陽
Sherry 風のファンタジア
Sherry Adesso e Fortuna ～炎と永遠
シェリル・ノーム starring May'n 禁断のエリクシア
シェリル・ノーム starring May'n リーベ～幻の光
シェリル・ノーム starring May'n pink monsoon
シェリル・ノーム starring May'n ユニバーサル・バニー
シェリル・ノーム starring May'n イゾラド
シェリル・ノーム starring May'n オベリスク
シェリル・ノーム starring May'n ギラギラサマー(^ω^)ノ
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歌手名（50音順） 曲名
シェリル・ノーム starring May'n 天使になっちゃった〈universal version〉
シェリル・ノーム starring May'n 射手座☆午後九時 Don't be late
シェリル・ノーム starring May'n ダイアモンド クレバス
シェリル・ノーム starring May'n What 'bout my star?〈Sheryl on Stage〉
シェリル・ノーム starring May'n Welcome To My FanClub's Night!
シェリル・ノーム starring May'n インフィニティ
シェリル・ノーム starring May'n ノーザンクロス
シェリル・ノーム starring May'n 妖精
シェリル・ノーム starring May'n 真空のダイアモンドクレバス
シェリル・ノーム starring May'n What 'bout my star?
シェリル・ノーム starring May'n 永遠
シェリル・ノーム starring May'n 会えないとき
シェリル・ノーム starring May'n、ランカ・リー=中島愛 サイレントでなんかいられない
シェリル・ノーム starring May'n、ランカ・リー=中島愛 Get it on ～光速クライmax
シェリル・ノーム starring May'n、ランカ・リー=中島愛 dシュディスタb
シェリル・ノーム starring May'n、ランカ・リー=中島愛 タブレット
シェリル・ノーム starring May'n、ランカ・リー=中島愛 インフィニティ #7
Ciel Bleu 妖怪人間ベム
ジェロ 氷雨
ジェロ 釜山港へ帰れ
ジェロ 海雪
ジェロ 雪國
塩見大治郎 それ行けカープ[若き鯉たち]
志方あきこ 空蝉
志方あきこ うみねこのなく頃に ～煉獄～〈全イタリア語詞〉
志方あきこ 片翼の鳥
志方あきこ 花帰葬(はなきそう)
シギ 輝いた
ZIGGY GLORIA
ZIGGY DON'T STOP BELIEVING
ZIGGY I'M GETTIN' BLUE
ZIGGY STEP BY STEP
時給800円 死ぬほどあなたが好きだから
シグナル 20歳のめぐり逢い
茂森あゆみ/速水けんたろう 虫歯建設株式会社
茂森あゆみ/速水けんたろう ぼくらのロコモーション
Sissy Ready Go!
滴草由実 I still believe ～ため息～
Sister MAYO LOVEトロピカ～ナ
SisterMAYO with D.D.S ぷるるんっ! しずくちゃん
7人の麦わら海賊団(田中真弓・中井和哉・岡村明美・山口勝平・平
田広明・大谷育江・山口由里子)

Family ～7人の麦わら海賊団篇～

7人の麦わら海賊団(田中真弓・中井和哉・岡村明美・山口勝平・平
田広明・大谷育江・山口由里子)

ウィーアー!〈7人の麦わら海賊団篇〉

JITTERIN'JINN プレゼント
JITTERIN'JINN エヴリデイ
JITTERIN'JINN にちようび
JITTERIN'JINN 夏祭り
シド いつか
シド 2℃目の彼女
シド one way
シド chapter 1
シド 御手紙
シド 蜜指 ～ミツユビ～
シド 涙の温度
シド sleep

78



歌手名（50音順） 曲名
篠塚満由美 Sea loves you
篠ノ之箒(cv.日笠陽子)、セシリア・オルコット(cv.ゆかな)、凰鈴音
(cv.下田麻美)、シャルル・デュノア(cv.花澤香菜)、ラウラ・ボーデ
ヴィッヒ(cv.井上麻里奈)

SUPER∞STREAM

篠原涼子 with t.komuro 恋しさと せつなさと 心強さと
しのぶ 名前の無い恋
しのぶ 愛はときおり…
四ノ宮那月(CV.谷山紀章)&来栖翔(CV.下野紘) GO!×2ジェットコースター
四ノ宮那月(谷山紀章) アンドロメダでクチヅケを
四ノ宮那月(谷山紀章) Top Star Revolution
四ノ宮那月(谷山紀章) オリオンでSHOUT OUT
四ノ宮那月(谷山紀章) サザンクロス恋唄
柴咲コウ glitter
柴咲コウ 影
柴咲コウ invitation
柴咲コウ ひと恋めぐり
柴咲コウ プリズム
柴咲コウ よくある話 ～喪服の女編～
柴咲コウ 眠レナイ夜ハ眠ラナイ夢ヲ
柴咲コウ いくつかの空
柴咲コウ かたちあるもの
柴咲コウ ラバソー ～lover soul～
柴咲コウ 無形スピリット
柴田淳 月光浴
柴田淳 夢
柴田まゆみ 白いページの中に
柴矢裕美 おさかな天国
シブがき隊 スシ食いねェ!
シブがき隊 NAI-NAI 16
シブがき隊 Zokkon命(Love)
シブがき隊 100%…SOかもね!
渋谷有利(櫻井孝宏) ビオライト(means'be all right')
渋谷有利(櫻井孝宏) 白と黒
SHIHORI 残酷な天使のテーゼ
島倉千代子 鳳仙花
島倉千代子 愛のさざなみ
島倉千代子 人生いろいろ
島倉千代子 夢飾り
しまざき由理 面影
島崎和歌子 何かいい事きっとある
しまじろう スキップ ステップ アイランド
しまじろう/とりっぴい/みみりん/らむりん ハッピー・ジャムジャム
嶋大輔 男の勲章
島谷ひとみ 市場に行こう
島谷ひとみ Falco -ファルコ-
島谷ひとみ Destiny -太陽の花-
島谷ひとみ Perseus -ペルセウス-
島谷ひとみ 亜麻色の髪の乙女
島谷ひとみ 深紅〈original version〉
島谷ひとみ ANGELUS-アンジェラス-
島谷ひとみ 亜麻色の髪の乙女〈男歌 version〉
島谷ひとみ Stay with me
島津亜矢 愛染かつらをもう一度
島津亜矢 感謝状 ～母へのメッセージ～
島津亜矢 流れて津軽
島津亜矢 富士
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歌手名（50音順） 曲名
島津亜矢 恋慕海峡
島津亜矢 瞼の母〈セリフ入り〉
島津亜矢 温故知新
島津亜矢 歌路遥かに
島津悦子 彩花
島津悦子 涙の河
島津悦子 永遠(とわ)の花
島津ゆたか 花から花へと
島津ゆたか ホテル
jimama 大丈夫
島みやえい子 Super scription of data
島みやえい子 ひぐらしのなく頃に
島みやえい子 奈落の花
清水健太郎 失恋レストラン
清水翔太 「アイシテル」
清水翔太 My Treasure
清水翔太 さよならはいつも側に
清水翔太 GOODBYE
清水翔太 君が暮らす街
清水翔太 Forget-me-not
清水翔太 君が好き～Acoustic Version～
清水翔太 桜
清水翔太 Journey
清水翔太 美しき日々よ
清水翔太 HOME
清水翔太 One Last Kiss
清水翔太 君が好き
清水翔太 Starlight
清水翔太 YOU&I
清水翔太×加藤ミリヤ Love Forever〈Happy Wedding Remix〉
清水翔太×加藤ミリヤ FOREVER LOVE
志村けん&田代まさしとだいじょうぶだぁファミリー ウンジャラゲ
下川みくに Alone
下川みくに 残酷な天使のテーゼ
下川みくに TRUE
下川みくに それが、愛でしょう
下川みくに tomorrow
下川みくに 南風
下川みくに 君がいるから
下成佐登子 花のささやき
下成佐登子 ひまわり
子門真人 およげ! たいやきくん
子門真人 ガッチャマンの歌
子門真人 アマゾンライダーここにあり
子門真人 ホネホネ・ロック
子門真人 はたらくくるま2
ザ・ジャガーズ 君に会いたい
SHAKALABBITS MONSTER TREE
じゃじゃまる(肝付兼太)/ぴっころ(よこざわけい子)/ぽろり(中尾隆聖) アイアイ・アイスクリーム
SHAZNA すみれSeptember Love
JASMINE Dreamin'
JASMINE sad to say
ジャッキー吉川とブルー・コメッツ ブルー・シャトウ
ShaNa ひとりさみしく
シャネルズ ランナウェイ
シャネルズ 街角トワイライト

80



歌手名（50音順） 曲名
シャネルズ トゥナイト
ジャパハリネット 烈の瞬
ジャパハリネット 哀愁交差点
JAMIL The Rock City Boy
SIAM SHADE 1/3の純情な感情
SIAM SHADE グレイシャルLOVE
JAM Project 嘆きのロザリオ
JAM Project Believe in my existence
JAM Project 鋼の救世主
JAM Project SOULTAKER
JAM Project VICTORY
JAM Project 牙狼 ～SAVIOR IN THE DARK～
JAM Project 紅ノ牙
JAM Project 限界バトル
JAM Project SKILL
JAM Project GONG
JAM Project MAXON
JAM Project Vanguard
JAM Project TRANSFORMERS EVO.
JAM Project レスキューファイアー
JAM Project 守護神-The guardian
JAM Project Battle No Limit!
JAM Project 爆鎮完了!レスキューファイアー
JAM Project ハローダーウィン! ～好奇心オンデマンド～
JAM Project feat.影山ヒロノブ・遠藤正明・きただにひろし・福山芳樹 未来への咆哮
JAM Project featuring 水木一郎&影山ヒロノブ STORM
JAMOSA 何かひとつ feat. JAY'ED & 若旦那
JAMOSA BOND ～キズナ～ feat.若旦那
シャ乱Q ズルい女
シャ乱Q 空を見なよ
シャ乱Q My Babe 君が眠るまで
シャ乱Q シングルベッド
シャ乱Q いいわけ
シャ乱Q こんなにあなたを愛しているのに
シャ乱Q 涙の影
Jungle Smile おなじ星
Jangled Cat(cv:小野大輔) Key
上々颱風 いつでも誰かが
Janne Da Arc Love is Here
Janne Da Arc 月光花
Janne Da Arc Shining ray
Janne Da Arc ダイヤモンドヴァージン
Janne Da Arc 振り向けば…
Janne Da Arc メビウス
Janne Da Arc HEAVEN
Janne Da Arc DOLLS
Janne Da Arc feel the wind
Janne Da Arc ROMANCE
Janne Da Arc BLACK JACK
Janne Da Arc Heaven's Place
Janne Da Arc Dry?
Janne Da Arc 霞ゆく空背にして
Janne Da Arc Rainy ～愛の調べ～〈Single Version〉
Janne Da Arc Kiss Me
Janne Da Arc ヴァンパイア
Janne Da Arc ツメタイカゲロウ
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歌手名（50音順） 曲名
Janne Da Arc I'm so Happy
Janne Da Arc 風にのって
Janne Da Arc Rainy ～愛の調べ～
SHU-I キズナ
19(ジューク) 「伝えたい音」
19(ジューク) たいせつなひと
19(ジューク) あの紙ヒコーキ くもり空わって
19(ジューク) あの青をこえて
19(ジューク) すべてへ
19(ジューク) 卒業の歌、友達の歌。
19(ジューク) 蒲公英 -たんぽぽ-
19(ジューク) 『果てのない道』
19(ジューク) 水・陸・そら、無限大
19(ジューク) 足跡
しゅうさえこ むすんでひらいて
羞恥心 泣かないで
羞恥心 我が敵は我にあり
羞恥心 弱虫サンタ
羞恥心 羞恥心
JUNE Pride of Tomorrow
シュガー ウェディング・ベル
Sugar Soul feat. Kenji Garden
樹海 あなたがいた森
しゅごキャラエッグ! ありがとう ～大きくカンシャ!～
しゅごキャラエッグ! わたしのたまご
しゅごキャラエッグ! みんなのたまご
しゅごキャラエッグ! しゅごしゅご!
JUJU BELOVED
JUJU やさしさで溢れるように
JUJU PRESENT
JUJU 桜雨
JUJU Time goes by
JUJU WILL
JUJU つつみ込むように…
JUJU There will be love there-愛のある場所-
JUJU Don't wanna cry
JUJU WHITE LOVE
JUJU First Love
JUJU この夜を止めてよ
JUJU もう恋なんてしない
JUJU さよならの代わりに
JUJU また明日...
JUJU YOU
JUJU Hello,Again～昔からある場所～〈Ballad Ver.〉
JUJU 言葉にできない
JUJU そばにいて
JUJU 明日がくるなら〈ballad solo version〉
JUJU 奇跡を望むなら...
JUJU ナツノハナ
JUJU どんなに遠くても...
JUJU 空
JUJU 元気を出して
JUJU 君がいるから -My Best Friends-
JUJU Last Kiss
JUJU S.H.E.
JUJU Hello,Again ～昔からある場所～
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歌手名（50音順） 曲名
JUJU 願い
JUJU If
JUJU with JAY'ED 明日がくるなら〈original version〉
JUJU feat.Spontania 素直になれたら〈RYLL 90's flava remix〉
JUJU feat.Spontania 素直になれたら
JUDY AND MARY BLUE TEARS
JUDY AND MARY DAYDREAM
JUDY AND MARY RADIO
JUDY AND MARY Over Drive
JUDY AND MARY ドキドキ
JUDY AND MARY そばかす
JUDY AND MARY ステレオ全開
JUDY AND MARY Cheese"PIZZA"
JUDY AND MARY 小さな頃から
JUDY AND MARY クリスマス
JUDY AND MARY 自転車
JUDY AND MARY KYOTO
JUDY AND MARY クラシック
JUDY AND MARY くじら12号
JUDY AND MARY ラブリーベイベー
JUDY AND MARY 風に吹かれて
JUDY AND MARY LOVER SOUL
JUDY AND MARY 散歩道
JUDY AND MARY BATHROOM
JUDY AND MARY イロトリドリ ノ セカイ
JUDY AND MARY 手紙をかくよ
JUDY AND MARY motto
JUDY AND MARY ラッキープール
ジュディ・オング 魅せられて
シュノーケル 波風サテライト
シュノーケル 奇跡
JURIAN BEAT CRISIS 今すぐKiss Me
朱里エイコ 北国行きで
ジュリエッタ柴田 ピエトロの旅立ち
Juliet アキラブ
Juliet もうひとつの、アキラブ。
Juliet ユキラブ
Juliet サクラブ -桜、散る-
Juliet モトカレ
Juliet もっと もっと キミを教えてよ
Juliet 会いたいキモチ
Juliet 「ゴメンネ。」
Juliet ハルラブ2
Juliet with
Juliet 23:45
Juliet ハルラブ
Juliet myダーリン
Juliet フユラブ
Juliet キミが好き
Juliet さよなら
Juliet ナツラブ
Juliet サクラブ -桜、咲く-
Juliet モトカノ
JULEPS 旅立つ日 ～完全版
Junichi & JJr 0点チャンピオン
JUN SKY WALKER(S) 白いクリスマス
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歌手名（50音順） 曲名
JUN SKY WALKER(S) 歩いていこう
JUN SKY WALKER(S) START
JUN SKY WALKER(S) すてきな夜空
JUN SKY WALKER(S) 声がなくなるまで
JUNSU/JEJUNG/YUCHUN いつだって君に
JUNSU/JEJUNG/YUCHUN Get Ready
JUNSU/JEJUNG/YUCHUN W
JUNSU from 東方神起 Rainy Night
唱歌 浜辺の歌
唱歌 ちいさい秋みつけた
唱歌 浜千鳥
唱歌 雪の降る町を
唱歌 早春賦
唱歌 夏の思い出
唱歌 椰子の実
唱歌 朧月夜
唱歌 花
唱歌 みかんの花咲く丘
唱歌 里の秋
唱歌 青い目の人形
唱歌 たきび
唱歌 冬景色
唱歌 海
唱歌 あめふり
唱歌 紅葉
唱歌 しゃぼん玉
唱歌 夏は来ぬ
唱歌 春の小川
唱歌 故郷の空
唱歌 村祭
唱歌 スキー
唱歌 仰げば尊し
唱歌 ふじの山
唱歌 村の鍛冶屋
唱歌 箱根八里
唱歌 星の世界
唱歌 ロンドンばし
唱歌 山のおんがくか
唱歌 ピクニック
唱歌 まっかな秋
唱歌 ひらいたひらいた
唱歌 ふしぎなポケット
唱歌 もりのくまさん
唱歌 アマリリス
唱歌 一週間
唱歌 アニー・ローリー
唱歌 お江戸日本橋
唱歌 赤い靴
唱歌 兎のダンス
唱歌 花嫁人形
唱歌 一月一日
唱歌 大きな古時計
唱歌 きんたろう
唱歌 桃太郎
唱歌 うさぎとかめ
障子久美 あの頃のように
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歌手名（50音順） 曲名
東海林太郎 むらさき小唄
東海林太郎 旅笠道中
東海林太郎 麦と兵隊
東海林太郎 野崎小唄
東海林太郎 名月赤城山
城卓矢 骨まで愛して
少年隊 仮面舞踏会
少年隊 君だけに
城之内早苗 あじさい橋
城之内早苗 泣き砂 海風
庄野真代 飛んでイスタンブール
城みちる イルカにのった少年
SHOW-YA 限界LOVERS
SHOGUN 男達のメロディー
SHORT LEG SUMMER 炎のランニングバック
ショコラ=メイユール&バニラ=ミュー(松本まりか&井端珠里) デート☆デート
Shocking Lemon under star
Shocking Lemon Inner Light
ジョン・健・ヌッツォ 「新選組!」メイン・テーマ
JYONGRI Without You
白井黒子(新井里美) ですのっ! White & Black
白石蔵ノ介 毒の華
白石蔵ノ介 prayer
白石蔵ノ介 カブリエル白書
白石蔵ノ介 go on
白石蔵ノ介 スピードスター
白石蔵ノ介 BIBLE
白石蔵ノ介 with 四天宝寺中 バレンタイン・キッス
白石冬美/今西正男/大竹宏/兼本新吾 おれは怪物くんだ
白石みのる(白石稔) 俺の忘れ物〈完全版〉
白石みのる(白石稔) 恋のミノル伝説〈完全版〉
白鳥英美子 夢の世界へ
白鳥英美子 夢のゆくえ
serial TV drama 桃源郷エイリアン
SILK ドリーム・シフト
ジローズ 戦争を知らない子供たち
ジン 雷音(ライオン)
ジン 解読不能
SINGER SONGER 初花凛々(しょかりんりん)
真行寺恵里 IN MY DREAM
神宮寺レン(諏訪部順一) 世界の果てまでBelieve Heart
慎吾ママ 慎吾ママのおはロック
新選組リアン 愛の唄
JINDOU 快晴・上昇・ハレルーヤ
神野美伽 春夏秋冬 屋形船
神野美伽 男船
神野美伽 浮雲ふたり
神野美伽 お・ん・な
神野美伽 あんたの大阪
神野美伽 桜みち
ZZ Dang Dang
水前寺清子 涙を抱いた渡り鳥
推定少女 しょうちのすけ
ズー・ニー・ヴー 白いサンゴ礁
SUPER☆GiRLS 女子力←パラダイス
SUPER☆GiRLS みらくるが止まンないっ!
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歌手名（50音順） 曲名
SUPER☆GiRLS がんばって 青春
SUPER☆GiRLS MAX!乙女心
SUPER☆GiRLS Happy GO Lucky!～ハピ☆ラキでゴ→!～
supercell My Dearest
supercell うたかた花火
supercell 星が瞬くこんな夜に
supercell 終わりへ向かう始まりの歌
supercell Perfect Day
supercell 復讐
supercell ロックンロールなんですの
supercell 私へ
supercell 教えてあげる
supercell 約束をしよう
supercell LOVE & ROLL
supercell さよならメモリーズ
supercell 君の知らない物語
supercell ヒーロー
SUPER BEAVER 深呼吸
Superfly Hi-Five
Superfly How Do I Survive?
Superfly 愛をこめて花束を
Superfly My Best Of My Life
Superfly Alright!!
Superfly 恋する瞳は美しい
Superfly やさしい気持ちで
Superfly Dancing On The Fire
Superfly Wildflower
Superfly タマシイレボリューション
Superfly Free Planet
Superfly Roll Over The Rainbow
Superfly Eyes On Me
Superfly Beep!!
Superfly Sunshine Sunshine
Superfly タマシイレボリューション(Extended ver.)
Superfly Fly To The Moon
Superfly Rollin' Days
Superfly あぁ
Superfly Rescue Me
Superfly マニフェスト
Superfly 愛と感謝
Superfly Last Love Song
Superfly See You
Superfly 春のまぼろし
Superfly 愛に抱かれて
Superfly ハロー・ハロー
SUEMITSU & THE SUEMITH Allegro Cantabile
SUEMITSU & THE SUEMITH KIDS アンパンマンのマーチ
須王環(宮野真守) GUILTY BEAUTY LOVE
スガ シカオ 夜空ノムコウ
スガ シカオ 19才
スガ シカオ 午後のパレード
スガ シカオ はじまりの日 feat.Mummy-D
スガ シカオ Progress〈Family Sugar Version〉
菅原紗由理 サヨナラまた...。
菅原紗由理 キミに贈る歌
菅原紗由理 君がいるから
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歌手名（50音順） 曲名
菅原紗由理 Eternal Love
菅原紗由理 素直になれなくて
菅原文太/愛川欽也 一番星ブルース
菅原洋一 今日でお別れ
菅原洋一/シルヴィア アマン
杉田あきひろ/つのだりょうこ たこやきなんぼマンボ
杉田あきひろ/つのだりょうこ かっぱなにさま?かっぱさま!
杉田あきひろ/つのだりょうこ おてんきじどうはんばいき
杉田あきひろ/つのだりょうこ あさごはんマーチ
杉田あきひろ/つのだりょうこ クレヨンロケット
杉田あきひろ/つのだりょうこ 夢のパレード
杉田あきひろ/つのだりょうこ あ・い・う・え・おにぎり
杉田あきひろ/つのだりょうこ お～い!
杉田あきひろ/つのだりょうこ あるこう
杉田あきひろ/つのだりょうこ 夢のなか
杉田あきひろ/つのだりょうこ イカイカ イルカ
杉田あきひろ/つのだりょうこ たまごまごまご
杉田あきひろ/つのだりょうこ バスごっこ
杉田あきひろ/つのだりょうこ もしも季節がいちどにきたら
杉田あきひろ/つのだりょうこ シアワセ
杉田あきひろ/つのだりょうこ あしたははれる
杉田あきひろ/つのだりょうこ あめふりりんちゃん
杉田あきひろ/つのだりょうこ にじのむこうに
杉田あきひろ/つのだりょうこ いちごはいちご
杉田あきひろ/つのだりょうこ チキンダンス
杉田かおる 鳥の詩
杉並児童合唱団 虫のこえ
杉並児童合唱団 風のとおり道
杉並児童合唱団 茶色の小びん
杉並児童合唱団 ともだち賛歌
杉原由規奈 いちごのミラクルール
スキマスイッチ 冬の口笛
スキマスイッチ 全力少年
スキマスイッチ 雨待ち風
スキマスイッチ ガラナ
スキマスイッチ アカツキの詩
スキマスイッチ ふれて未来を
スキマスイッチ マリンスノウ
スキマスイッチ 惑星タイマー
スキマスイッチ 奏
スキマスイッチ スフィアの羽根
スキマスイッチ アーセンの憂鬱
スキマスイッチ 糸ノ意図
スキマスイッチ 藍
スキマスイッチ 君の話
スキマスイッチ 螺旋(らせん)
スキマスイッチ view
スキマスイッチ キレイだ
スキマスイッチ 飲みに来ないか
スキマスイッチ 雫
スキマスイッチ 虹のレシピ
スキマスイッチ ゴールデンタイムラバー
スキマスイッチ ゴールデンタイムラバー〈album ver.〉
スキマスイッチ アイスクリーム シンドローム
杉村尚美 サンセットメモリー
すぎもとまさと 吾亦紅
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歌手名（50音順） 曲名
すぎもとまさと ハートブレイク・ダンディー
杉山清貴 さよならのオーシャン
杉山清貴 最後のHoly Night
杉山清貴&オメガトライブ サマー・サスピション
杉山清貴&オメガトライブ ふたりの夏物語
杉山清貴&オメガトライブ サイレンスがいっぱい
杉山清貴&オメガトライブ 君のハートはマリン・ブルー
杉山清貴&オメガトライブ ガラスのPALM TREE
SCANDAL スキャンダルなんかブッ飛ばせ
SCANDAL Pride
SCANDAL ハルカ
SCANDAL LOVE SURVIVE
SCANDAL 涙のリグレット
SCANDAL さよならMy Friend
SCANDAL 瞬間センチメンタル -「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」ED ver.-
SCANDAL 瞬間センチメンタル
SCANDAL 太陽と君が描くSTORY
SCANDAL 少女S
SCANDAL DOLL
SCANDAL SAKURA グッバイ
THE★SCANTY I LOVE U
杉良太郎 おまえとおれ
杉良太郎 明日の詩
杉良太郎 江戸の黒豹
Skoop On Somebody(SKOOP) sha la la
school food punishment RPG
school food punishment futuristic imagination
The Sketchbook 道
The Sketchbook クローバー
スケルト・エイト・バンビーノ 夏恋
スコットランド民謡 蛍の光
涼風真世 涙は知っている
鈴木あみ love the island
鈴木あみ alone in my room
鈴木あみ white key
鈴木あみ BE TOGETHER
鈴木あみ OUR DAYS
鈴木一平 水鏡(みずかがみ)
鈴木聖美 TAXI
鈴木聖美 WITH RATS&STAR ロンリー・チャップリン
鈴木けんじ ズダダン!キン肉マン
鈴木朋 小さな花
鈴木宏子 薔薇は美しく散る
鈴木宏子 愛の光と影
薄蛍(cv花澤香菜)&芳野葛利劔(cv.日野聡) 二人静
鈴木雅之 別れの街
鈴木雅之 ガラス越しに消えた夏
鈴木雅之 もう涙はいらない〈sentimental version〉
鈴木雅之 恋人
鈴木雅之 違う、そうじゃない
鈴木雅之 さよならいとしのBaby Blues
鈴木雅之&菊池桃子 渋谷で5時
鈴木雄大& Dream Park Kids Project DreamPark ～野球場へゆこう～
鈴希ゆき 緋色のカケラ
鈴木結女 輝きは君の中に
鈴木結女 それでも明日はやってくる
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歌手名（50音順） 曲名
涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) God knows...
涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) パラレルDays
涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) Punkish regular
涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) 冒険でしょでしょ?〈out of burrn electro Remix〉
涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) ハレ晴レユカイ〈Ver.涼宮ハルヒ〉
涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) Lost my music
涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) First Good-Bye
鈴村健一 あすなろ
スターダスト・レビュー 追憶
スターダスト・レビュー 夢伝説
スターダスト・レビュー トワイライト・アヴェニュー
スターダスト・レビュー 木蘭の涙
スターダスト・レビュー 木蘭の涙〈acoustic version〉
ST☆RISH マジLOVE1000%
ST☆RISH 未来地図
STANCE PUNKS リンダ リンダ
STANCE PUNKS ノーボーイ・ノークライ
STANCE PUNKS アイワナビー
THE STAND UP 果てしなく遠い空に
スチャダラパー featuring 小沢健二 今夜はブギー・バック〈smooth rap〉
スチャダラパー+木村カエラ Hey! Hey! Alright
Steady&Co. 春夏秋冬
Steady&Co. Only Holy Story
ステファニー フレンズ
ステファニー Changin'〈ステファニー・オンリー ver.〉
ステレオポニー スマイライフ
ステレオポニー ツキアカリのミチシルベ
ステレオポニー はんぶんこ
ステレオポニー 小さな魔法
ステレオポニー ヒトヒラのハナビラ
ステレオポニー 泪のムコウ
STONES 色褪せないあの空へ
Strawberry JAM 希望峰
ストロベリー・フラワー 種のうた
ストロベリー・フラワー 愛のうた
スネオヘアー 赤いコート
スネオヘアー 逆様ブリッジ
Snow* 願い星
SNoW NightmaRe
SNoW 逆さまの蝶
スノープリンス合唱団 スノープリンス
SPYAIR BEAUTIFUL DAYS
SPYAIR Last Moment
SPYAIR LIAR
SPYAIR サムライハート(Some Like It Hot!!)
ザ・スパイダース 夕陽が泣いている
SPEED Body & Soul
SPEED Go! Go! Heaven
SPEED Wake Me Up!
SPEED White Love
SPEED 熱帯夜
SPEED my graduation
SPEED ALL MY TRUE LOVE
SPEED Precious Time
SPEED あしたの空
スピッツ ロビンソン

89



歌手名（50音順） 曲名
スピッツ 涙がキラリ☆
スピッツ 夢追い虫
スピッツ 遥か
スピッツ スターゲイザー
スピッツ 愛のしるし
スピッツ 君は太陽
スフィア LET・ME・DO!!
スフィア HIGH POWERED
スフィア MOON SIGNAL
スフィア Now loading...SKY!!
スフィア Hazy
スフィア REALOVE:REALIFE
スフィア Future Stream
スフィア Super Noisy Nova
スプー、アネム、ズズ、ジャコビ あ～うれしー
SPLAY Drawing days
SPLAY Echo again
スベルトンズ スベルトン
Spontania feat.JUJU 君のすべてに
スマイルキッズ さよなら ぼくたちのようちえん
スマイレージ 有頂天LOVE
スマイレージ タチアガール
スマイレージ シューティング スター
スマイレージ ショートカット
スマイレージ 恋にBooing ブー!
スマイレージ ○○ がんばらなくてもええねんで!!
スマイレージ 同じ時給で働く友達の美人ママ
スマイレージ ちょこっとLOVE
スマイレージ スキちゃん
スマイレージ パン屋さんのアルバイト
スマイレージ オトナになるって難しい!!!
スマイレージ 夢見る 15歳
SMAP オリジナル スマイル
SMAP 君色思い
SMAP 君は君だよ
SMAP がんばりましょう
SMAP 笑顔のゲンキ
SMAP 雪が降ってきた
SMAP KANSHAして
SMAP どんないいこと
SMAP 俺たちに明日はある
SMAP 世界に一つだけの花
SMAP 青いイナズマ
SMAP SHAKE
SMAP ダイナマイト
SMAP BEST FRIEND
SMAP セロリ
SMAP Peace!
SMAP 夜空ノムコウ
SMAP たいせつ
SMAP 朝日を見に行こうよ
SMAP Dear WOMAN
SMAP ありがとう
SMAP freebird
SMAP オレンジ
SMAP らいおんハート
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歌手名（50音順） 曲名
SMAP 世界に一つだけの花〈Single Version〉
SMAP 僕の半分
SMAP FIVE RESPECT
SMAP ススメ!
SMAP 世界に一つだけの花〈organ version〉
SMAP Fine,Peace!
SMAP そっと きゅっと
SMAP Love & Peace Inside?
SMAP We are SMAP!
SMAP This is love
SMAP GAIAにおねがい
SMAP ひなげし
SMAP 短い髪
SMAP SMAPのポジティブダンス
SMAP Memory ～June～
SMAP 帰って来たヨッパライ
SMAP グラマラス
SMAP さかさまの空
SMAP STAY
SMAP どうか届きますように
SMAP はじまりのうた
SMAP この瞬間、きっと夢じゃない
3B LAB.☆ プレゼント
3B LAB.☆ 一期一会
3B LAB.☆ 卒業哀歌
Ceui Last Inferno
聖飢魔II 白い奇蹟
聖飢魔II 蝋人形の館
聖飢魔II アダムの林檎
聖飢魔II EL・DO・RA・DO
聖飢魔II 地獄の皇太子
青春ソーダ brand-new HEAVEN
星羅 ラブレターのかわりにこの詩を。
セーラー戦士 Moon Revenge
世界の終わり ファンタジー
世界の終わり 幻の命
世界の終わり 虹色の戦争
世界の終わり 青い太陽
世界の終わり 死の魔法
世界の終わり 世界平和
世界の終わり インスタントラジオ
瀬川瑛子 憂き世川
瀬川瑛子 命くれない
瀬川瑛子 笑いじわ
瀬川瑛子 いたわり坂
瀬川瑛子 口紅水仙
瀬川瑛子 桜雨～さくらあめ～
関田昇介 はいからさんが通る
関山藍果 Aesthetic〈全英語詞〉
関ゆみ子 ゆめいっぱい
Sexy Zone Sexy Zone
瀬口侑希 千年の恋歌
瀬口侑希 三春の桜
CECILE CORBEL Arrietty's Song
SEX MACHINEGUN 語れ!涙!
SEX MACHINEGUNS みかんのうた
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歌手名（50音順） 曲名
絶望少女達(風浦可符香、木津千里、木村カエレ、日塔奈美) 絶世美人
絶望少女達(風浦可符香、木津千里、木村カエレ、日塔奈美) 強引 ni マイ Yeah～
瀬能あづさ もう泣かないで
セバスチャン(小野大輔) 貴方の声が色褪せようとも、盟約の歌がその胸に届きますように。
ZEBRA QUEEN NAMIDA ～ココロアバイテ～
セフル(浅川悠)/ラン(桑島法子) flowin' ～浮雲～
7!! バイバイ
7!! フォーリン・ラブ
7!! ラヴァーズ
世良公則&ツイスト あんたのバラード
芹沢文乃(伊藤かな恵)&梅ノ森千世(井口裕香)&霧谷希(竹達彩奈) はっぴぃ にゅう にゃあ
芹洋子 坊がつる讃歌
芹洋子 四季の歌
芹洋子 荒城の月
芹洋子 夕やけ小やけ
芹洋子 赤とんぼ
芹洋子 茶摘
芹洋子 春が来た
芹洋子 うみ
芹洋子 さくらさくら
芹洋子 雪
芹洋子 かあさんの歌
芹洋子 旅立ちの日に
前回のLGMonkeesこと山猿です。(LGMonkees) ペルセウス
前回のLGMonkeesこと山猿です。(LGMonkees) Life feat.Noa
千石清純 Everyday
千石撫子(花澤香菜) 恋愛サーキュレーション
戦場ヶ原ひたぎ(斎藤千和) staple stable
SENTIMENTAL:BUS Sunny Day Sunday
千昌夫 あんた
千昌夫 北国の春
千昌夫 望郷酒場
千昌夫 アケミという名で十八で
千昌夫 津軽平野
千昌夫 夕焼け雲
千昌夫 還暦祝い唄
千里愛風 鳥の歌
SxOxU Funny Sunny Day〈Japanese Version〉
相対性理論 ミス・パラレルワールド
相対性理論 スマトラ警備隊
相対性理論 地獄先生
相対性理論 四角革命
相対性理論 テレ東
相対性理論 シンデレラ
相対性理論 人工衛星
相対性理論 (恋は)百年戦争
相対性理論 ペペロンチーノ・キャンディ
相対性理論 マイハートハードピンチ
相対性理論 三千万年
相対性理論 気になるあの娘
相対性理論 小学館
相対性理論 LOVEずっきゅん
SOUL'd OUT To All Tha Dreamers
SOUL'd OUT TOKYO通信 ～Urbs Communication～
SOUL'd OUT ウェカピポ
Sowelu 守るべきもの
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歌手名（50音順） 曲名
Sowelu I Will
ZONE secret base ～君がくれたもの～
ZONE 証
ZONE 夢ノカケラ…
ZONE 白い花
ZONE true blue
ZONE 卒業
ZONE H・A・N・A・B・I ～君がいた夏～
ZONE 僕の手紙
ZONE 約束～August,10years later～
曽我部恵一 みいつけた!さん
曽我泰久、山野さと子、森の木児童合唱団 ぼよよん行進曲
そげキングと麦わら少年少女合唱団 そげキング(ヒーロー)のうた
sona はらり、ひらり
ソナーポケット 100年先まで愛します。
園まり 夢は夜ひらく
園まり 逢いたくて逢いたくて
園まり 何も云わないで
SOPHIA Believe
SOPHIA 街
SOPHIA ゴキゲン鳥 ～crawler is crazy～
SOPHIA 黒いブーツ ～oh my friend～
空野葵(CV:北原沙弥香) かなり純情
空野葵(CV:北原沙弥香) やっぱ青春
反町隆史 POISON ～言いたい事も言えないこんな世の中は～
反町隆史 POISON〈2000〉
反町隆史 with リッチー・サンボラ Forever
SoulJa ここにいるよ feat.青山テルマ
ソルティー・シュガー 走れコウタロー
ゾロ&ウソップ&サンジ(中井和哉・山口勝平・平田広明) 世界一の男と呼ばれるために
ダーク・ダックス 銀色の道
ザ・タイガース 花の首飾り
ザ・タイガース 君だけに愛を
ザ・タイガース モナリザの微笑
ザ・タイガース 色つきの女でいてくれよ
ザ・タイガース 青い鳥
ザ・タイガース 僕のマリー
大国男児 Love Power
大国男児 Love Bingo!
ダイスケ いつだって。
タイナカ サチ きらめく涙は星に
タイナカ サチ 最高の片想い
田井中律(佐藤聡美) Girly Storm 疾走 Stick
田井中律(佐藤聡美) 目指せハッピー100%↑↑↑
ダイナマイトSHU 強 ing! Going! My Soul!!
d2b(第二文芸部バンド) キラ☆キラ
THYME forever we can make it!
たいらいさお 復活のイデオン
たいらいさお 銀河旋風ブライガー
たいらいさお、稲村なおこ もぐらトンネル
たいらいさお/吉田直子 ありがとうさようなら
平浩二 バス・ストップ
ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 身も心も
ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ
ダ・カーポ 結婚するって本当ですか
ダ・カーポ 野に咲く花のように
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歌手名（50音順） 曲名
ダ・カーポ 空からこぼれたStory
ダ・カーポ 宗谷岬
高垣彩陽 光のフィルメント
高垣彩陽 君がいる場所
高樹澪 ダンスはうまく踊れない
高木雄也(Hey! Say! JUMP) 俺たちの青春
高杉さと美 旅人
高杉俊价/こおろぎ'73 仮面ライダースーパー1
高田恭子 みんな夢の中
高田梢枝 秘密基地
高田梢枝 メダカが見た虹
高田みづえ 私はピアノ
高田みづえ 硝子坂
高田みづえ 愛の終りに
高田みづえ そんなヒロシに騙されて
高田みづえ ガラスの花
高田みづえ 秋 冬(しゅうとう)
小鳥遊宗太(福山潤)・佐藤潤(小野大輔)・相馬博臣(神谷浩史) ハートのエッジに挑もう Go to Heart Edge
高梨奈緒(CV.喜多村英梨) Taste of Paradise
高梨奈緒(CV.喜多村英梨)/土浦彩葉(CV.井上麻里奈)/近藤繭佳(CV.
荒浪和沙)

アリアリ未来☆

高野健一 さくら
高橋愛(モーニング娘。) 自信持って 夢を持って 飛び立つから
高橋樺子 がんばれ援歌
高橋瞳 僕たちの行方
高橋瞳 evergreen
高橋瞳 青空のナミダ
高橋瞳 キャンディ・ライン
高橋瞳 あたしの街、明日の街
高橋瞳×BEAT CRUSADERS ウォーアイニー
高橋ひろ 太陽がまた輝くとき
高橋ひろ アンバランスなKissをして
高橋洋樹 魔訶不思議アドベンチャー!
高橋洋樹 ドラゴンボール伝説(でんせつ)
高橋洋樹 めざせ天下一(てんかいち)
高橋広樹 チチをもげ!
高橋勝とコロラティーノ 思案橋ブルース
高橋真梨子 for you…
高橋真梨子 蜃気楼(しんきろう)
高橋真梨子 あなたの空を翔びたい
高橋真梨子 桃色吐息
高橋真梨子 ジュン
高橋真梨子 遙かな人へ
高橋真梨子 はがゆい唇
高橋真梨子 グランパ
高橋真梨子 ごめんね…
高橋真梨子 五番街のマリーへ
高橋真梨子 ジョニーへの伝言
高橋美佳子 オトメロディー
高橋優 ほんとのきもち
高橋優 現実という名の怪物と戦う者たち
高橋優 少年であれ
高橋優 素晴らしき日常
高橋優 福笑い
高橋優 誰がために鐘は鳴る
高橋洋子 残酷な天使のテーゼ
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歌手名（50音順） 曲名
高橋洋子 魂のルフラン
高橋洋子 心よ原始に戻れ
高橋洋子 残酷な天使のテーゼ〈2009VERSION〉
高橋洋子 夜明け生まれ来る少女
高見沢俊彦 ヤッターマンの歌
高峰みおん(CV.片岡あづさ) Switch On My Heart
高屋亜希那 バトルフロンティア
高山厳 心凍らせて
宝塚歌劇団 愛あればこそ
田川寿美 女…ひとり旅
田川寿美 花になれ ～うめ さくら あやめ あじさい ひがんばな～
田川寿美 しゃくなげの雨
田川寿美 哀愁港
田川寿美 海鳴り
田川寿美 女人高野(にょにんこうや)
田川寿美 北の港駅
田川寿美 冬の日本海
多岐川舞子 浮草の町
多岐川舞子 新宿たずね人
多岐川舞子 雨のたずね人
滝口順平 ゲゲゲの鬼太郎
滝沢秀明 ヒカリひとつ
滝島彗(福山潤)、狩野宙(下野紘)、山本純(代永翼)、辻竜(堀江一眞) Gorgeous 4U
武井 咲 恋スルキモチ
竹井詩織里 世界 止めて
竹内順子 知恵と勇気だ! メダロット
竹内まりや 恋の嵐
竹内まりや シングル・アゲイン
竹内まりや もう一度
竹内まりや 元気を出して
竹内まりや 不思議なピーチパイ
竹内まりや 駅
竹内まりや 純愛ラプソディ
竹内まりや September
竹内まりや 告白
竹内まりや マンハッタン・キス
竹内まりや 家に帰ろう[マイ・スイート・ホーム]
竹内まりや 明日の私
竹内まりや Forever Friends
竹内まりや 色・ホワイトブレンド
竹内まりや マージービートで唄わせて
竹内まりや 今夜はHearty Party
竹内まりや 毎日がスペシャル
竹内まりや ロンリー・ウーマン
竹内まりや カムフラージュ
竹内まりや 天使のため息
竹内まりや 返信
竹内まりや 真夜中のナイチンゲール
竹内まりや 幸せのものさし
竹内まりや すてきなホリデイ
竹内まりや けんかをやめて
竹内まりや リンダ
竹内まりや みんなひとり
竹内まりや 人生の扉
竹内まりや 縁の糸
竹内まりや うれしくてさみしい日(Your Wedding Day)
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歌手名（50音順） 曲名
竹内まりや ウイスキーが、お好きでしょ[CMアレンジ Version]
竹内力 欲望の街
武川アイ 遠い道の先で
竹川美子 花しのぶ
竹川美子 江釣子のおんな
竹川美子 雪の十日町
竹川美子 浪花恋人情
武田鉄矢 少年期
武田鉄矢 雲がゆくのは
武田鉄矢一座 夢の人
武村太郎/少年少女合唱団みずうみ ウルトラマン タロウ
竹本孝之/小粥よう子/鈴置洋孝/山田栄子/キャプテン翼応援団 燃えてヒーロー
田代美代子/和田弘とマヒナスターズ 愛して愛して愛しちゃったのよ
DUSTZ spiral
橘慶太 道標
舘ひろし 泣かないで
舘ひろし 朝まで踊ろう
タッキー&翼 仮面
タッキー&翼 未来航海
タッキー&翼 Venus
タッキー&翼 Ho!サマー
タッキー&翼 Crazy Rainbow
タッキー&翼 SAMURAI
タッキー&翼 恋詩 -コイウタ-
タッキー&翼 Journey Journey～ボクラノミライ～
タッキー&翼 One Day,One Dream
タッキー&翼 夢物語
タッキー&翼 愛はタカラモノ
TAK MATSUMOTO featuring 稲葉浩志 勝手にしやがれ
TAK MATSUMOTO featuring ZARD 異邦人
脱帽 1 2 3 4 5 Ready Go!
伊達政宗(鈴木達央) 戦国武将かぞえ唄
田中昌之&大門一也 ウルトラマンガイア!
田中真弓 WANTED!
田中真弓 サンバ・ボンバー悪魔の実
田中理恵(ミーア・キャンベル) Quiet Night C.E.73
田中理恵(ミーア・キャンベル) EMOTION
田中理恵(ラクス・クライン) 水の証
田中理恵(ラクス・クライン) 静かな夜に
田中理恵(ラクス・クライン) Fields of hope
タニザワトモフミ 爽風
タニザワトモフミ きみにとどけ
谷村新司 昴-すばる-
谷村新司 陽はまた昇る
谷村新司 群青
谷村新司 22歳
谷村新司 Far away
谷村新司 三都物語
谷村新司 いい日旅立ち
谷村新司/小川知子 忘れていいの -愛の幕切れ-
谷本貴義 君にこの声が 届きますように
谷本貴義 見えない翼
谷本貴義 Yeah! Break! Care! Break!
谷本貴義 Dragon Soul
谷本知美 しぐれ橋
谷本知美 白山千鳥(はくさんちどり)
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歌手名（50音順） 曲名
谷山浩子 まっくら森の歌
谷山浩子 おはようクレヨン
谷山浩子 カントリーガール
谷山浩子 恋するニワトリ
谷山浩子 テルーの唄
種島ぽぷら(阿澄佳奈)・伊波まひる(藤田咲)・轟八千代(喜多村英梨) SOMEONE ELSE
田端義夫 十九の春
田端義夫 梅と兵隊
田端義夫 涙そうそう
田原俊彦 ハッとして! Good
田原俊彦 ごめんよ涙
田原俊彦 恋はDo!
田原俊彦 抱きしめてTONIGHT
田原俊彦 悲しみトゥーヤング
DA PUMP ごきげんだぜっ! ～Nothing But Something～
DA PUMP if...
DA PUMP Purple The Orion
DOUBLE & 安室奈美恵 BLACK DIAMOND
W(ダブルユー) 恋のバカンス
たま さよなら人類
たま あっけにとられた時のうた
珠妃 夜想曲
珠妃 マインドゲーム
玉置浩二 メロディー
玉置浩二 MR.LONELY
玉置成実 Reason
玉置成実 Believe
玉置成実 Realize
玉置成実 Brightdown
多摩幸子/和田弘とマヒナスターズ 北上夜曲
たまちゃんズ 金太の大冒険〈カバーパートII〉
田村直美 光と影を抱きしめたまま
田村直美 ゆずれない願い
田村直美 Ready Go!(レディーゴー)
たむらぱん ラフ
たむらぱん SOS
田村ゆかり 恋せよ女の子
田村ゆかり プラチナLover's Day
田村ゆかり Endless Story
田村ゆかり 童話迷宮
田村ゆかり fancy baby doll
田村ゆかり おしえて A to Z
田村ゆかり 星空のSpica
田村ゆかり Little Wish ～first step～
田村ゆかり Beautiful Amulet
田村ゆかり feat.motsu from m.o.v.e You & Me
TALIZMAN ウルトラマン80(エイティ)
ダルさんとメイと村上健志 だるだるダーリン
太郎 男女
団時朗 勇者よいそげ!!
団次郎/みすず児童合唱団 帰ってきたウルトラマン
ダンス☆マン アフロ軍曹
ダンデライオン 勝利のうた
タンポポ 乙女 パスタに感動
タンポポ児童合唱団 でんでらりゅうば
タンポポ児童合唱団 世界がひとつになるまで
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歌手名（50音順） 曲名
タンポポ児童合唱団 あんたがたどこさ
CHiAKi KURiYAMA 流星のナミダ
ちあきなおみ 喝采
ちあきなおみ 紅い花
ちあきなおみ 四つのお願い
ちあきなおみ 紅とんぼ
ちあきなおみ 雨に濡れた慕情
ちあきなおみ 冬隣
ちあきなおみ 矢切の渡し
ちあきなおみ 黄昏のビギン
ちあきなおみ 夜間飛行
CHI-MEY フレ!フレ!大丈夫!
TEAM DASH with Project D.M.M. ウルトラマンマックス
チームドラゴン from AKB48 心の羽根
Team.ねこかん[猫] featuring.天乙准花 ツナグキズナ
Team.ねこかん[猫]featuring.米倉千尋 ぱんでみっく!!
team Le TAO(ちーむ る たお) 200%のジュモン
チェウニ 星空のトーキョー
チェウニ トーキョー・トワイライト
チェウニ 東京の枯葉
チェウニ 雪は、バラードのように…
チェッカーズ Room
チェッカーズ 星屑のステージ
チェッカーズ ミセス マーメイド
チェッカーズ OH!! POP STAR
チェッカーズ ジュリアに傷心
チェッカーズ 神様ヘルプ!
チェッカーズ 俺たちのロカビリーナイト
チェッカーズ Cherie
チェッカーズ NA NA
チェッカーズ 素直にI'm Sorry
チェッカーズ ONE NIGHT GIGOLO
チェッカーズ I Love you,SAYONARA
チェッカーズ 涙のリクエスト
チェッカーズ Song for U.S.A.
チェッカーズ ギザギザハートの子守唄
チェッカーズ あの娘とスキャンダル
チェッカーズ 哀しくてジェラシー
チェッカーズ 夜明けのブレス
チェッカーズ Jim & Janeの伝説
チェッカーズ ガチョウの物語
チェッカーズ Long Road
チェッカーズ ティーンネイジ・ドリーマー
チェッカーズ ムーンライト・レヴュー50's
CHEHON CHALLENGER
CHEHON 韻波句徒
CHEHON みどり
CHEHON BABY DON'T CRY
THE CHERRY COKE$ My story ～まだ見ぬ明日へ～
CHERRYBLOSSOM 夢のマニュアル
CHERRYBLOSSOM DIVE TO WORLD
CHERRYBLOSSOM CYCLE
CHERRYBLOSSOM 桜ロック
チェリッシュ 若草の髪かざり
チェリッシュ てんとう虫のサンバ
チェリッシュ なのにあなたは京都へゆくの

98



歌手名（50音順） 曲名
チェリッシュ ひまわりの小径
Changin' My Life Myself
Changin' My Life ETERNAL SNOW
Changin' My Life New Future
千佳(千葉紗子)/美羽(折笠富美子)/茉莉(川澄綾子)/アナ(能登麻美子) いちごコンプリート
地球防衛団 Brave Love,TIGA
CHICKS すいみん不足
ちっちゃいものクラブ合唱団 われら月光町ちっちゃいものクラブ
千歳千里 恋だなう
千葉一夫 小夜しぐれ
千葉一夫 みれん舟
千葉一夫 絆酒
千葉紘子 折鶴
茅原実里 TERMINATED
茅原実里 優しい忘却
茅原実里 Paradise Lost
ちびまる子ちゃん with 爆チュー問題 アララの呪文
chihiro Honey
Char 気絶するほど悩ましい
チャーリー・コーセイ ルパン三世 その2
チャーリー・コーセイ ルパン三世 その1
CHAKA 明日へのメロディー
CHAKA ぜんまいざむらいのうた
CHAGE&ASKA 恋人はワイン色
CHAGE&ASKA MOON LIGHT BLUES
CHAGE&ASKA 太陽と埃の中で
CHAGE&ASKA SAY YES
CHAGE&ASKA 僕はこの瞳で嘘をつく
CHAGE&ASKA 万里の河
CHAGE&ASKA 終章[エピローグ]
CHAGE&ASKA モーニング ムーン
CHAGE&ASKA LOVE SONG
CHAGE&ASKA 男と女
CHAGE&ASKA ひとり咲き
CHAGE&ASKA if
CHAGE&ASKA WALK
CHAGE&ASKA YAH YAH YAH
CHAGE&ASKA BIG TREE
CHAGE&ASKA PRIDE
CHAGE&ASKA 天気予報の恋人
CHAGE&ASKA めぐり逢い
CHAGE&ASKA On Your Mark
CHAGE&ASKA ボヘミアン
CHA-CHA アンパンマンたいそう
茶々 キョロちゃんでしゅ
チャットモンチー 風吹けば恋
チャットモンチー 染まるよ
チャットモンチー ヒラヒラヒラク秘密ノ扉
チャットモンチー 8cmのピンヒール
チャットモンチー ここだけの話
チャットモンチー ハナノユメ
チャットモンチー 恋の煙
チャットモンチー シャングリラ
チャットモンチー とび魚のバタフライ
チャットモンチー 世界が終わる夜に
チャットモンチー 橙
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歌手名（50音順） 曲名
チャットモンチー バスロマンス
チャットモンチー 真夜中遊園地
CHABA パレード
ちゃまめっち ハピハピっち セリフ:まめっち GO-GOたまごっち!ちゃまめっち ハピハピっち まめっち バージョン
CHARA あれはね
CHARA やさしい気持ち
CHARA タイムマシーン
CHARA しましまのバンビ
CHARA 片想い
チャン・ウンスク(チャン・スー) 涙の河を渡れない
チャン・ウンスク(チャン・スー) 横浜が泣いている
チャン・グンソク Let me cry
チャン・グンソク Bye Bye Bye
TUBE ビーチタイム
TUBE さよならイエスタディ
TUBE ビコーズ・アイ・ラブ・ユー
TUBE ダンス・ウィズ・ユー
TUBE Stories
TUBE サマードリーム
TUBE 十年先のラブストーリー
TUBE 夏を抱きしめて
TUBE 湘南 My Love
TUBE あー夏休み
TUBE シーズン・イン・ザ・サン
TUBE Remember Me
TUBE 夏だね
TUBE 夏を待ちきれなくて
TUBE 君となら
TUBE ガラスのメモリーズ
TUBE Only You 君と夏の日を
TUBE 情熱
TUBE -花火-
TUBE きっと どこかで
TUBE Ding! Dong! Dang!
TUBE 虹になりたい
TUBE プロポーズ
TUBE 灼熱らぶ
TUBE 空と海があるように
チューリップ 銀の指環
チューリップ サボテンの花
チューリップ 心の旅
チューリップ 虹とスニーカーの頃
チューリップ 青春の影
チューリップ 魔法の黄色い靴
チューリップ ぼくがつくった愛のうた
超新星 Shining☆Star
超新星 クリウンナレ -キミに会いたくて-
超新星 愛言葉
超新星 Get Wild
超新星 今すぐキミに届けたい
超新星 ALL ABOUT U
超新星 まごころ
超新星 キミだけをずっと
超新星 Last Kiss
趙容弼(チョー・ヨンピル) 想いで迷子-2 -悲しみだけで眠れるように-
趙容弼(チョー・ヨンピル) 想いで迷子
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歌手名（50音順） 曲名
チョッパーマン(大谷育江) チョッパーマンのうた
ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥 Over The Future feat.THE CHILDREN
ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥 絶対love×love宣言!!
ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥 早春賦
千綿ヒデノリ カサブタ
ツイスト 燃えろいい女
ツイスト 銃爪(ひきがね)
ツイスト 宿無し
月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) バラライカ
月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) ハッピー☆
月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) 恋の魔法はハビビのビ!
月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) 恋☆カナ
月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) 水色メロディ
月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) チャンス!
月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) パパンケーキ
月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) はぴ☆はぴ サンデー!
月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) SUGAO-flavor
月島きらり starring 久住小春(モーニング娘。) 恋花火
つじあやの 風になる
つじあやのとBEAT CRUSADERS ありえないくらい奇跡
辻詩音 愛がほしいよ
辻詩音 Sky chord ～大人になる君へ～
土屋実紀/下屋則子 黒の協奏曲 ～concerto～
土屋実紀/下屋則子 闇のBAROQUE -バロック-
つのだ☆ひろ メリー・ジェーン
つのだりょうこ くじらのとけい
つのだりょうこ/杉田あきひろ スプラッピ スプラッパ
椿屋四重奏 いばらのみち
椿屋四重奏 シンデレラ
つボイノリオ 金太の大冒険
つぼみ&えりか&いつき こころの花
つぼみ&えりか&いつき&ゆり こころの種
妻吹俊哉 若いってすばらしい
剛紫 空 ～美しい我の空
244 ENDLI-x(ENDLICHERI☆ENDLICHERI) ソメイヨシノ
鶴岡雅義と東京ロマンチカ 君は心の妻だから
鶴田浩二 荒鷲の歌
つるの剛士 M
つるの剛士 最後の雨
つるの剛士 One more time,One more chance
つるの剛士 オリビアを聴きながら
つるの剛士 未来予想図II
つるの剛士 レイニーブルー
つるの剛士 ラヴ・イズ・オーヴァー
つるの剛士 HOWEVER
つるの剛士 さよならの向う側
つるの剛士 メダリスト
つるの剛士 ポケモン言えるかな?BW
つるの剛士 愛し君へ
つるの剛士 歩いて帰ろう
つるの剛士 何もかもが君だった〈つるの剛士 version〉
鶴屋さん(松岡由貴) 青春いいじゃないかっ
TiA 流星
TiA Promise
day after tomorrow イタズラなKISS
Tiara さよならをキミに... feat.Spontania
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歌手名（50音順） 曲名
Tiara Love is… with KG
Tiara 好きでいさせて
Tiara もう誰にもとられたくない feat.So'Fly
TEE ベイビー・アイラブユー(love with シェネル)
TEE 愛し続けるから
TEE ベイビー・アイラブユー
TEE 電話で抱きしめて
TRF survival dAnce ～no no cry more～
TRF CRAZY GONNA CRAZY RADIO MIX
TM NETWORK(TMN) BEYOND THE TIME〈EXPANDED VERSION〉
TM NETWORK(TMN) Get Wild
TM NETWORK(TMN) Love Train
TM NETWORK(TMN) Human System
TM NETWORK(TMN) Resistance
TM NETWORK(TMN) Still Love Her[失われた風景]
TM NETWORK(TMN) SELF CONTROL
TM NETWORK(TMN) Seven Days War〈Four Pieces Band Mix〉
TM NETWORK(TMN) BE TOGETHER
T.M.Revolution ignited -イグナイテッド-
T.M.Revolution 独裁 -monopolize-
T.M.Revolution HEART OF SWORD ～夜明け前～
T.M.Revolution LEVEL 4
T.M.Revolution HIGH PRESSURE
T.M.Revolution WHITE BREATH
T.M.Revolution 蒼い霹靂 ～JOG edit～
T.M.Revolution HOT LIMIT
T.M.Revolution THUNDERBIRD
T.M.Revolution Burnin' X'mas
T.M.Revolution vestige -ヴェスティージ-
T.M.Revolution WILD RUSH
T.M.Revolution 魔弾 ～Der Freischutz～
T.M.Revolution resonance
T.M.Revolution Meteor -ミーティア-
T.M.Revolution Albireo -アルビレオ-
T.M.Revolution Zips
T.M.Revolution crosswise
T.M.Revolution Naked arms
T.M.Revolution SWORD SUMMIT
T.M.Revolution Save The One,Save The All
T.M.Revolution The party must go on
T.M.Revolution FLAGS
T.M.Revolution UTAGE
D-51 NO MORE CRY
D-51 BRAND NEW WORLD
D-51 ファミリア
DJ OZMA Lie-Lie-Lie
DJ OZMA LOVE&JOY
D☆DATE あと1cmのミライ
ディーノ(KENN) Be more
DiVA Cry
DIVA×DIVA ヤッホー!
T-Pistonz 立ち上がリーヨ
T-Pistonz + KMC 成せば成るのさ 七色卵
T-Pistonz + KMC 僕らのゴォール!
T-Pistonz + KMC 天までとどけっ!
T-Pistonz + KMC またね…のキセツ
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歌手名（50音順） 曲名
T-Pistonz + KMC 勝って泣こうゼッ!
T-Pistonz + KMC マジで感謝!
DEEP(COLOR) 未来への扉
DEEP(COLOR) 白いマフラー
DEEP(COLOR) SORA～この声が届くまで～
DEEP(COLOR) Echo ～優しい声～
T-BOLAN Bye For Now
T-BOLAN すれ違いの純情
T-BOLAN マリア
T-BOLAN じれったい愛
T-BOLAN 遠い恋のリフレイン
DEEN 永遠をあずけてくれ
DEEN 翼を広げて
DEEN このまま君だけを奪い去りたい
DEEN 瞳そらさないで
DEEN Teenage dream
DEEN ひとりじゃない
DEEN 君がいない夏
DEEN 夢であるように
DEEN 君さえいれば
DEEN 永遠の明日
Diggy-MO' 爆走夢歌
DaizyStripper 切望のフリージア
Daisy×Daisy 永久のキズナ feat. Another Infinity
Daisy×Daisy HOLY SHINE
Dir en grey -I'll-
Dir en grey Cage
Dir en grey 予感
Dir en grey The Final
Dir en grey GLASS SKIN
Dir en grey 激しさと、この胸の中で絡み付いた灼熱の闇
Dir en grey LOTUS
Dir en grey DIFFERENT SENSE
DECO*27 ペダルハート
テゴマス キッス ～帰り道のラブソング～
テゴマス キミ+ボク=LOVE?
テゴマス アイアイ傘
テゴマス 花火
テゴマス 魔法のメロディ
テゴマス 砂時計
テゴマス 僕のシンデレラ
テゴマス はなむけ
テゴマス 音色
テゴマス もしも、この世界から○○がなくなったら
テゴマス ぼくらの空
テゴマス チーター ゴリラ オランウータン
テゴマス 夜は星をながめておくれ
テゴマス チキンボーヤ
テゴマス 片想いの小さな恋
テ・ジナ 命の華
手嶌葵 さよならの夏 ～コクリコ坂から～
手嶌葵 テルーの唄
手嶌葵 時の歌〈歌集バージョン〉
手嶌葵 虹
デス・ザ・キッド(宮野真守)&リズ・トンプソン(渡辺明乃)&パ
ティ・トンプソン(高平成美)

それが僕らの道しるべ
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歌手名（50音順） 曲名
DEATH DEVIL[山中さわ子(真田アサミ)、河口紀美(浅川悠)] ラヴ
TETSU 炎のさだめ
テツandトモ なんでだろう〈こち亀バージョン〉
デトロイト・メタル・シティ SATSUGAI
テニプリオールスターズ Love Festival
DEF.DIVA 好きすぎて バカみたい
Def Tech My Way
デブパレード バッチコイ!!!
寺尾聰 ルビーの指環
寺尾聰 出航 SASURAI
寺門通 お前の父ちゃんチョメチョメ
寺門通 放送コードがなんぼのもんじゃい
寺門通 チョメ公なんざクソくらえ!
寺門仁美 Ever Blue〈コーラスバージョン〉
寺門仁美(宝生波音) 水色の旋律
デリカテッセン ADVENTURE WORLD
テルリン ふらわっち 台詞:ラブリっち GO-GOたまごっち! テルリン ふらわっち ラブリっち バージョン
テレサ・テン 夜のフェリーボート
テレサ・テン 時の流れに身をまかせ
テレサ・テン 悲しい自由
テレサ・テン 恋人たちの神話
テレサ・テン 香港～Hong Kong～
テレサ・テン 空港
テレサ・テン 愛人
テレサ・テン つぐない
テレサ・テン 別れの予感
テレサ・テン スキャンダル
テレサ・テン あなたと共に生きてゆく
テレサ・テン ふるさとはどこですか
てれび戦士2009 Happy★Life
てれび戦士2010 セカイカラー☆LOVE!
てれび戦士2011 Love Song
てれび戦士2007 約束の場所へ ～シークレッツ・ユートピア～
てれび戦士2008 セカイをまわせ! ～ぼくらのカーニバル～
天下取り隊 陽炎 -kagerou-
天正遣欧少年使節 GO!天正遣欧少年使節
でんしれんぢ ゆうきのうた
天童よしみ 酔ごころ
天童よしみ 酒きずな
天童よしみ 旅まくら
天童よしみ 珍島物語
天童よしみ 人生しみじみ…
天童よしみ いのちの限り
天童よしみ 道頓堀人情
天童よしみ あんたの花道
天童よしみ 夜明け
天童よしみ だまって俺についてこい
天童よしみ 春が来た
天童よしみ 幸せはすぐそこに…
天童よしみ 人生みちづれ
天童よしみ ふたりの船唄
天童よしみ あんじょうやれたら えやないの
天童よしみ はやりうた
天童よしみ 涙そうそう
10-FEET RIVER
ザ・テンプターズ エメラルドの伝説
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歌手名（50音順） 曲名
電ボ 恋をいたしましょう
doa 英雄
ドイツ(CV:安元洋貴) ゲルマン讃歌 ～俺はドイツ製～
Do As Infinity 楽園
Do As Infinity 深い森
Do As Infinity 冒険者たち
Do As Infinity TAO
Do As Infinity 陽のあたる坂道
Do As Infinity Oasis
Do As Infinity Yesterday & Today
Do As Infinity Desire
Do As Infinity 遠くまで
Do As Infinity 真実の詩
Do As Infinity アリアドネの糸
Do As Infinity 柊
Do As Infinity 夜鷹の夢
Do As Infinity 君がいない未来 ～Do As × 犬夜叉 SPECIAL SINGLE～
TOo's MAGIC OF LOVE
TWO-MIX TRUTH ～A Great Detective of Love～
twe'lv 青春おでん
東京事変 修羅場
東京事変 入水願い
東京少年 プレゼント
東京女子流 We Will Win! -ココロのバトンでポ・ポンのポ～ン☆-
東京女子流 おんなじキモチ
東京スカパラダイスオーケストラ 美しく燃える森
TOKYO No.1 SOUL SET + HALCALI 今夜はブギー・バック
東京放送児童合唱団 故郷(ふるさと)
東京放送児童合唱団 牧場の朝
東京放送児童合唱団 とんび
東京ミュウミュウ 恋はア・ラ・モード
童子-T もう一度… feat.BENI
童子-T 願い feat.YU-A
堂島孝平 葛飾ラプソディー
東方神起 明日は来るから
東方神起 Begin
東方神起 My Destiny
東方神起 Somebody To Love
東方神起 Bolero
東方神起 Share The World
東方神起 ウィーアー!
東方神起 Stand by U
東方神起 甘く果てしなく
東方神起 BREAK OUT!
東方神起 Why? [Keep Your Head Down]
東方神起 Sky
東方神起 miss you
東方神起 時ヲ止メテ
東方神起 With All My Heart ～君が踊る、夏～
東方神起 Tea for Two
東方神起 Choosey Lover
東方神起 約束
東方神起 Lovin' you
東方神起 SHINE
東方神起 Forever Love
東方神起 TRICK
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歌手名（50音順） 曲名
東方神起 STEP BY STEP
東方神起 PROUD
東方神起 If...!?
東方神起 千年恋歌
東方神起 Kiss The Baby Sky
東方神起 TAXI
東方神起 忘れないで
東方神起 Secret Game
東方神起 Nobody Knows
東方神起 言葉はいらない
東方神起 愛せない 愛したい
東方神起 Heart,Mind and Soul
東方神起 五線紙
東方神起 Love in the Ice
堂本剛 ひとりじゃない
堂本剛 街
堂本剛 ORIGINAL COLOR
堂本剛 縁を結いて
童謡 七つの子
童謡 サッちゃん
童謡 うれしいひなまつり
童謡 おしょうがつ
童謡 おもちゃのチャチャチャ
童謡 こいのぼり
童謡 いぬのおまわりさん
童謡 おおきなくりのきのしたで
童謡 ちょうちょう
童謡 おなかのへるうた
童謡 ぞうさん
童謡 どんぐりころころ
童謡 めだかのがっこう
童謡 ぶんぶんぶん
童謡 しょうじょうじのたぬきばやし
童謡 とんでったバナナ
童謡 アイアイ
童謡 とんぼのメガネ
童謡 ねこふんじゃった
童謡 いちねんせいになったら
童謡 てをたたきましょう
童謡 メリーさんのひつじ
童謡 やぎさんゆうびん
童謡 かもめのすいへいさん
童謡 すいかの名産地
童謡 はしれちょうとっきゅう
童謡 ぼくのミックスジュース
童謡 バナナのおやこ
童謡 大きなかぶ
童謡 ことりのうた
童謡 おはながわらった
童謡 てるてるぼうず
童謡 きんぎょのひるね
童謡 おんまはみんな
童謡 だるまさんだるまさん
童謡 ホ!ホ!ホ!
童謡 ヤンチャリカ
童謡 遠き山に日は落ちて
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歌手名（50音順） 曲名
童謡 かたつむり
童謡 かっこう
童謡 浦島太郎(うらしまたろう)
童謡 かえるのがっしょう
童謡 トロイカ
童謡 おもちゃのマーチ
童謡 お猿のかごや
童謡 おうま
童謡 きしゃポッポ
童謡 はるよこい
童謡 あくしゅでこんにちは
童謡 うさぎ
童謡 はと
童謡 きしゃポッポ
童謡 雨降りお月さん
童謡 あめふりくまのこ
童謡 おかあさん
童謡 このみち
童謡 どこかではるが
童謡 ドロップスのうた
童謡 富士山
童謡 ローレライ
童謡 夕日
童謡 靴が鳴る(おててつないで)
童謡 あの町この町
童謡 赤い鳥小鳥
童謡 トマト
童謡 とけいのうた
童謡 歌えバンバン
導楽 STILL IN LOVE
DOES ジャック・ナイフ
DOES バクチ・ダンサー
DOES 僕たちの季節
DOES 修羅
DOES 曇天
DOES 陽はまた昇る
トータス松本 ストレイト
トータス松本 あっというまっ!
トータス松本 みいつけた!
TOTALFAT Place to Try
TOKIO LOVE YOU ONLY
TOKIO うわさのキッス
TOKIO ハートを磨くっきゃない
TOKIO 君を想うとき
TOKIO 明日を目指して!
TOKIO 19時のニュース
TOKIO Mr.Traveling Man
TOKIO 宙船(そらふね)
TOKIO 花唄
TOKIO 本日、未熟者
TOKIO 青春
TOKIO 雨傘
TOKIO AMBITIOUS JAPAN!
TOKIO 宙船〈Orchestra version〉
TOKIO WAになっておどろう
TOKIO 太陽と砂漠のバラ
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歌手名（50音順） 曲名
TOKIO advance
TOKIO -遥か-
TOKIO NaNaNa(太陽なんていらねぇ)
TOKIO 見上げた流星
徳島県民謡 阿波踊り
徳永英明 レイニー ブルー
徳永英明 LOVE IS ALL
徳永英明 恋人
徳永英明 最後の言い訳
徳永英明 風のエオリア
徳永英明 壊れかけのRadio
徳永英明 夢を信じて
徳永英明 僕のそばに
徳永英明 I LOVE YOU
徳永英明 オリオンの炎
徳永英明 時代
徳永英明 愛が哀しいから
徳永英明 雪の華
徳永英明 恋におちて -Fall in Love-
徳永英明 抱きしめてあげる
徳永英明 時の流れに身をまかせ
徳永英明 赤いスイートピー
徳永英明 やさしさで溢れるように
徳永英明 春の雪
徳永英明 黄昏を止めて
徳永英明 世界中の誰よりきっと
徳永英明 レイニー ブルー ～25th Anniversary Track～
徳永英明 ハナミズキ
徳永英明 駅
徳永英明 異邦人
徳永英明 シルエット・ロマンス
徳永英明 LOVE LOVE LOVE
徳永英明 秋桜
徳永英明 涙そうそう
徳永英明 オリビアを聴きながら
徳永英明 翼をください
徳永英明 卒業写真
徳永英明 未来へ
徳永英明 あの鐘を鳴らすのはあなた
徳永英明 未来予想図
徳永英明 待つわ
徳永英明 First Love
徳永英明 翳りゆく部屋
徳永英明 セーラー服と機関銃
徳永英明 誰より好きなのに
徳永英明 あばよ
徳永英明 ラヴ・イズ・オーヴァー
徳永英明 たそがれマイ・ラブ
徳永英明 あなた
徳永英明 いい日旅立ち
徳永英明 未来予想図II
徳永英明 かもめはかもめ
徳永英明 セカンド・ラブ
徳永英明 シングル・アゲイン
徳永英明 恋人よ
徳永英明 なごり雪
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歌手名（50音順） 曲名
徳永英明 M
徳永英明 for you…
徳永英明 あの日にかえりたい
徳永英明 瞳はダイアモンド
徳永英明 わかれうた
徳永英明 PRIDE
徳永英明 桃色吐息
徳永英明 やさしいキスをして
徳永英明 Time goes by
徳永英明 元気を出して
徳永英明 まちぶせ
徳永英明 月のしずく
徳永英明 CAN YOU CELEBRATE?
徳永英明 喝采
徳光由香 ン・パカ マーチ
徳山秀典 FOR REAL
徳山秀典 STILL TIME
ドクロちゃん(千葉紗子) 撲殺天使ドクロちゃん
敏いとうとハッピー&ブルー 星降る街角
敏いとうとハッピー&ブルー わたし祈ってます
敏いとうとハッピー&ブルー よせばいいのに
敏いとうとハッピー&ブルー 足手まとい
戸田恵子/島本須美/柳沢三千代 ぼくらはヒーロー
戸田恵子/ドリーミング アンパンマン絵かきうた'89
殿さまキングス なみだの操
鳥羽一郎 兄弟船
鳥羽一郎 海の祈り
鳥羽一郎 下北漁港
鳥羽一郎 男の港
鳥羽一郎 カサブランカ・グッバイ
鳥羽一郎 海の匂いのお母さん
鳥羽一郎 夜霧の運河
鳥羽一郎 縄のれん
鳥羽一郎 裏町
鳥羽一郎 夜風
戸松遥 Oh My God
戸松遥 Girls,Be Ambitious.
戸松遥 motto☆派手にね!
Tomato n' Pine なないろ☆ナミダ
TOMATO CUBE 私がいるよ
Tommy february6 EVERYDAY AT THE BUS STOP
Tommy february6 je t'aime ★ je t'aime
Tommy february6 MaGic in youR Eyes
Tommy february6 L・O・V・E・L・Y ～夢見るLOVELY BOY～
Tommy heavenly6 Pray
Tommy heavenly6 Hey my friend
Tommy heavenly6 monochrome rainbow
Tommy heavenly6 PAPERMOON
Tommy heavenly6 Unlimited Sky
冨永みーな ふたつの心(こころ)
DOMINO U can do it !
DOMINO 約束
TOM・CAT ふられ気分でRock'n' Roll
TOM・CAT TOUGH BOY
TOM・CAT LOVE SONG
トムとジェリー トムとジェリー
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歌手名（50音順） 曲名
土萌羊(cv緑川光)/天羽翼(cv鈴村健一)/木ノ瀬梓(cv福山潤) Starry☆Days Vocal Version
友達つくり隊 残念系隣人部★★☆(星二つ半)
豊崎愛生 春風 SHUN PU
豊崎愛生 ソラソラ☆あおぞら
TRIPLANE Dear friends
TRIPLANE 心絵
Dragon Ash 陽はまたのぼりくりかえす
Dragon Ash Grateful Days
Dragon Ash Life goes on
Dragon Ash Fantasista
Dragon Ash 静かな日々の階段を
Dragon Ash 百合の咲く場所で
トラジ・ハイジ ファンタスティポ
THE 虎舞竜 ロード ～第二章
THE 虎舞竜 ロード
ドリーミング アンパンマンのマーチ
ドリーミング 勇気りんりん
ドリーミング サンサンたいそう
ドリーミング とべ! とべ! ルビー
ドリーミング 勇気の花がひらくとき
ドリーミング まわれ歯ぐるま ～ロールとローラ～
ドリーミング 私はドキンちゃん
ドリーミング とべ!カレーパンマン
ドリーミング あかちゃんまんのぼうけん
ドリーミング わからないカーナ
ドリーミング/戸田恵子/山寺宏一/藤井恒久 アンパンマン音頭'99
dream Get Over
dream SINCERELY ～ever dream～
dream My will
DREAMS COME TRUE 笑顔の行方
DREAMS COME TRUE LAT.43°N ～forty-three degrees north latitude～
DREAMS COME TRUE うれしはずかし朝帰り
DREAMS COME TRUE 忘れないで
DREAMS COME TRUE Eyes to me
DREAMS COME TRUE さよならを待ってる
DREAMS COME TRUE 未来予想図II
DREAMS COME TRUE Ring! Ring! Ring!
DREAMS COME TRUE HAPPY HAPPY BIRTHDAY
DREAMS COME TRUE 愛してる 愛してた
DREAMS COME TRUE 雪のクリスマス
DREAMS COME TRUE 雨の終わる場所
DREAMS COME TRUE あなたに会いたくて
DREAMS COME TRUE 悲しいKiss
DREAMS COME TRUE 時間旅行
DREAMS COME TRUE 晴れたらいいね
DREAMS COME TRUE うれしい! たのしい! 大好き!
DREAMS COME TRUE 未来予想図
DREAMS COME TRUE 眼鏡越しの空
DREAMS COME TRUE WINTER SONG〈全英語詞〉
DREAMS COME TRUE 薬指の決心
DREAMS COME TRUE あなたにサラダ
DREAMS COME TRUE 星空が映る海
DREAMS COME TRUE LOVE GOES ON…
DREAMS COME TRUE あの夏の花火
DREAMS COME TRUE サンキュ.
DREAMS COME TRUE The signs of LOVE 〈ETERNITY"DELICIOUS"version〉
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歌手名（50音順） 曲名
DREAMS COME TRUE LOVE LOVE LOVE
DREAMS COME TRUE 7月7日、晴れ
DREAMS COME TRUE 空を読む
DREAMS COME TRUE 何度でも
DREAMS COME TRUE いつのまに
DREAMS COME TRUE すき
DREAMS COME TRUE 琥珀の月
DREAMS COME TRUE 沈没船のモンキーガール
DREAMS COME TRUE 朝がまた来る
DREAMS COME TRUE 三日月
DREAMS COME TRUE JET!!!
DREAMS COME TRUE SNOW DANCE
DREAMS COME TRUE もしも雪なら
DREAMS COME TRUE 大阪LOVER
DREAMS COME TRUE きみにしか聞こえない
DREAMS COME TRUE ア・イ・シ・テ・ルのサイン ～わたしたちの未来予想図～
DREAMS COME TRUE またね〈ALBUM VERSION〉
DREAMS COME TRUE LOVE LOVE LOVE〈English Version〉
DREAMS COME TRUE やさしいキスをして
DREAMS COME TRUE マスカラまつげ
DREAMS COME TRUE WINTER SONG〈DANCING SNOWFLAKES VERSION〉〈全英語詞〉
DREAMS COME TRUE めまい
DREAMS COME TRUE 未来予想図〈VERSION'07〉
DREAMS COME TRUE 未来予想図II〈VERSION'07〉
DREAMS COME TRUE SAYONARA

DREAMS COME TRUE
LAT.43°N ～forty-three degrees north latitude～〈strings remix
version〉

DREAMS COME TRUE 大阪LOVER〈ALBUM EDITION〉
DREAMS COME TRUE a song for you ～opening theme of dydct?～
DREAMS COME TRUE 大っきらい でもありがと
DREAMS COME TRUE ねぇ
DREAMS COME TRUE 生きてゆくのです
DREAMS COME TRUE LIES, LIES.
DREAMS COME TRUE feat.FUZZY CONTROL その先へ
Dream5 恋のダイヤル6700
Dream5 Like & Peace!
Dream5 Lucky Days
Dream5 僕らのナツ!!
Dream5 タビダチノウタ
Dream5 I don't obey ～僕らのプライド～
トリコ(近藤隆) その名はトリコ!
ドリフターズ ドリフのズンドコ節
ドリフターズ ゴー ウエスト[GO WEST]
ドリフターズ ドリフの早口ことば
AAA ハレルヤ
AAA ハリケーン・リリ,ボストン・マリ
AAA "Q"
AAA Let it beat!
AAA CALL
AAA I4U
AAA Charge & Go!
AAA DRAGON FIRE
AAA Shalala キボウの歌
AAA キモノジェットガール
AAA チューインガム
AAA Get チュー!
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歌手名（50音順） 曲名
AAA SHEの事実
AAA 旅ダチノウタ
AAA BLOOD on FIRE
AAA BEYOND ～カラダノカナタ
AAA MUSIC!!!
AAA Break Down
AAA Hide-away
AAA Heart and Soul
AAA Dream After Dream ～夢から醒めた夢～
AAA PARADISE
AAA Endless Fighters
AAA ダイジナコト
AAA No cry No more
AAA WOW WAR TONIGHT ～時には起こせよムーヴメント～
AAA Day by day
AAA DEPARTURES
AAA 恋しさと せつなさと 心強さと
AAA one more tomorrow
AAA STEP
AAA Digest
AAA Love@1st Sight
AAA ID
AAA Friday Party
AAA ハリケーン・リリ,ボストン・マリ〈Original Long version〉
AAA 夢ノカケラ
AAA FIELD
AAA 涙のキズナ
AAA With you
AAA Samurai heart-侍魂-
AAA CRAZY GONNA CRAZY
AAA もう恋なんてしない
AAA 唇からロマンチカ
AAA SUNSHINE
AAA Red Soul
AAA 出逢いのチカラII
AAA 最後のコトバ
AAA MIRAGE
AAA Us
AAA ミカンセイ
AAA Crash
AAA ZERO
AAA Mosaic
AAA a piece of my word
AAA Jamboree!!
AAA 出逢いのチカラ
AAA HORIZON
AAA 出逢いのチカラIII
AAA Summer Revolution
AAA Find you
AAA Believe own way
AAA ONE
AAA Brand New World
AAA As I am
AAA Get It On
AAA 逢いたい理由
AAA Rising Sun
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歌手名（50音順） 曲名
AAA That's Right
AAA Winter lander!!
AAA 花火
AAA Wonderful Life
AAA あきれるくらいわがままな自由
トリプルブッキング 大和撫子エデュケイション
トワ・エ・モア 或る日突然
トワ・エ・モア 空よ
トワ・エ・モア 誰もいない海
トワ・エ・モア 虹と雪のバラード
トンガリキッズ B-DASH
とんねるず 迷惑でしょうが
とんねるず 雨の西麻布
とんねるず ガラガラヘビがやってくる
とんねるず 情けねえ
とんねるず 一番偉い人へ
内藤国雄 おゆき
内藤はるみ/劇団NLT ドラえもん
内藤やす子 想い出ぼろぼろ
内藤やす子 弟よ
ナイトメア 茜
ナイトメア HATE
ナイトメア 東京傷年
ナイトメア シアン
ナイトメア 時分ノ花
ナイトメア the WORLD
ナイトメア アルミナ
ナイトメア Can you do it?
ナイトメア レゾンデートル
ナイトメア このは
ナイトメア DIRTY
ナイトメア the LAST SHOW
ナイトメア Lost in Blue
Naifu Mysterious
9nine Cross Over
9nine SHINING☆STAR
1986 オメガトライブ 君は1000%
99Harmony 君は何かができる
ナオト・インティライミ キミライフ
ナオト・インティライミ ありったけのLove Song
ナオト・インティライミ カーニバる?
永井真人 Eじゃん-Do You Feel Like I Feel?
永井真人 蛍
永井真人 WILD DRIVE
中居正広(SMAP) トイレットペッパーマン
永井真理子 ミラクル・ガール
永井真理子 ZUTTO
永井みゆき 大阪すずめ
永井裕子 石見路ひとり(いわみじひとり)
永井裕子 玄海 恋太鼓
永井裕子 北陸本線冬の旅
永井龍雲 道標ない旅
中尾ミエ 片想い
中尾隆聖 いくぞ!ばいきんまん
中川かのん starring 東山奈央 らぶこーる
中川かのん starring 東山奈央 ハッピークレセント
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歌手名（50音順） 曲名
中川順子 おつかいありさん
中川翔子 綺麗ア・ラ・モード
中川翔子 涙の種、笑顔の花
中川翔子 心のアンテナ
中川翔子 RAY OF LIGHT
中川翔子 フライングヒューマノイド
中川翔子 つよがり
中川翔子 心のアンテナ〈Haruomi Hosono Original Mix〉
中川翔子 星間飛行
中川翔子 空色デイズ〈天元突破EDITION〉
中川翔子 ポケモンなりきりサンデー
中川翔子 ロマンティックあげるよ
中川翔子 空色デイズ
中川翔子 happily ever after
中川翔子 snow tears
中川翔子 続く世界
中川翔子 残酷な天使のテーゼ
中川眞主美 ペチカ
中島美嘉 桜色舞うころ
中島美嘉 WILL
中島美嘉 火の鳥
中島美嘉 STARS
中島美嘉 CRESCENT MOON
中島美嘉 I LOVE YOU
中島美嘉 見えない星
中島美嘉 素直なまま
中島美嘉 LIFE
中島美嘉 永遠の詩
中島美嘉 SAKURA ～花霞～
中島美嘉 RESISTANCE
中島美嘉 愛してる
中島美嘉 Love Addict
中島美嘉 接吻
中島美嘉 LOVE IS ECSTASY
中島美嘉 FIND THE WAY
中島美嘉 雪の華
中島美嘉 Missing
中島美嘉 あなたがいるから
中島美嘉 ORION
中島美嘉 AMAZING GRACE〈album version〉〈全英語詞〉
中島美嘉 GAME
中島美嘉 Over Load
中島美嘉 BABY BABY BABY
中島美嘉 一番綺麗な私を
中島美嘉 Dear
中島美嘉 一番綺麗な私を(Reggae Disco Rockers Remix)
中島美嘉 流れ星
中島美嘉 ALWAYS
中嶋美智代 ひなげし
中島みゆき 誘惑
中島みゆき りばいばる
中島みゆき 悪女
中島みゆき 時代
中島みゆき ひとり上手
中島みゆき 化粧
中島みゆき あした
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歌手名（50音順） 曲名
中島みゆき 空と君のあいだに
中島みゆき わかれうた
中島みゆき アザミ嬢のララバイ
中島みゆき あの娘
中島みゆき 浅い眠り
中島みゆき 世情
中島みゆき 横恋慕
中島みゆき あした天気になれ
中島みゆき ほうせんか
中島みゆき ホームにて
中島みゆき 誕生
中島みゆき 糸
中島みゆき おもいで河
中島みゆき ヘッドライト・テールライト
中島みゆき ルージュ
中島みゆき たかが愛
中島みゆき 命の別名
中島みゆき 狼になりたい
中島みゆき 宙船
中島みゆき 一期一会
中島みゆき 地上の星
中島みゆき 荒野より
中島みゆき 銀の龍の背に乗って
中島みゆき しあわせ芝居
中島みゆき 追いかけてヨコハマ
中島みゆき あばよ
中島みゆき かもめはかもめ
中島みゆき 黄砂に吹かれて
中島みゆき 春なのに
中島みゆき この空を飛べたら -アルバム「いまのきもち」より-
中島みゆき 愛だけを残せ
中島みゆき 慟哭
中島愛 ジェリーフィッシュの告白
中島ゆきこ 倖せごよみ
中島義実/ヤング・フレッシュ にんげんっていいな
中島礼香 ハートのつばさ
中条きよし うそ
中条きよし やっと逢えたね
中田あすみ 大事な宝箱
中田あすみ(七海るちあ)/寺門仁美(宝生波音)/浅野まゆみ(洞院リ
ナ)/喜多村英梨(星羅)/小暮英麻(かれん)/永田亮子(ノエル)/新井里

希望の鐘音 ～Love goes on～

中司雅美 わたしのつばさ
長門有希(茅原実里) 雪、無音、窓辺にて。
長門有希(茅原実里) SELECT?
長門有希(茅原実里) under"Mebius"
長門有希(茅原実里) 雪、無音、窓辺にて。〈jazz massive in tyo mix〉
中西圭三 眠れぬ想い
中西圭三 Woman
中西保志 最後の雨
中野愛子 カメリアの瞳
中野愛子 フレンズ
中野梓(竹達彩奈) Over the Starlight
中野梓(竹達彩奈) Joyful Todays
中野梓(竹達彩奈) Come with Me!!(梓Ver.)
中野梓(竹達彩奈) じゃじゃ馬Way To Go
中野梓(竹達彩奈) 私は私の道を行く
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歌手名（50音順） 曲名
中ノ森 BAND Oh My Darlin'
中原麻衣 アネモネ
中原めいこ 君たちキウイ・パパイヤ・マンゴーだね
中原めいこ ロ・ロ・ロ・ロシアン・ルーレット
中原理恵 東京ららばい
長渕剛 しゃぼん玉
長渕剛 乾杯
長渕剛 激愛
長渕剛 順子
長渕剛 とんぼ
長渕剛 ろくなもんじゃねえ
長渕剛 JEEP
長渕剛 乾杯〈ニューバージョン〉
長渕剛 祈り
長渕剛 素顔
長渕剛 泣いてチンピラ
長渕剛 GOOD-BYE青春
長渕剛 勇次
長渕剛 巡恋歌
長渕剛 RUN
長渕剛 風は南から
長渕剛 俺らの家まで
長渕剛 HOLD YOUR LAST CHANCE
長渕剛 涙のセレナーデ
長渕剛 夏祭り
長渕剛 逆流
長渕剛 STAY DREAM
長渕剛 二人歩記(ふたりあるき)
長渕剛 巡恋歌 〈NEW ARRANGE Version〉
長渕剛 ひまわり
長渕剛 CLOSE YOUR EYES
長渕剛 いつかの少年
長渕剛 愛してるのに
長渕剛 しあわせになろうよ
長渕剛 桜島(SAKURAJIMA)
長渕剛 Myself
長渕剛 乾杯〈アコースティックバージョン〉
長渕剛 交差点
長渕剛 西新宿の親父の唄
長渕剛 明日へ向かって
長渕剛 卒業
長渕剛 蝉 semi
長渕剛 TRY AGAIN
長保有紀 城ヶ島雨情
長保有紀 うわさ雨
長保有紀 木曽路の雨
長保有紀 龍飛崎
長保有紀 火縁(かえん)
中町かな(豊崎愛生)・天野咲妃(水原薫)・久地院美華(釘宮理恵) 君へとつなぐココロ
中丸雄一 WHITE WORLD
中村晃子 虹色の湖
中村中 友達の詩
中村あゆみ 翼の折れたエンジェル
中村あゆみ 翼の折れたエンジェル〈2008 Version〉
中村舞子 The Answer feat. CLIFF EDGE
中村舞子 First Desire feat.HIRO from LGYankees.山猿
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歌手名（50音順） 曲名
中村雅俊 想い出のクリフサイド・ホテル
中村雅俊 ただお前がいい
中村雅俊 恋人も濡れる街角
中村雅俊 心の色
中村雅俊 俺たちの旅
中村雅俊 いつか街で会ったなら
中村雅俊 ふれあい
中村雅俊 時代遅れの恋人たち
中村美律子 大阪情話 ～うちと一緒になれへんか～
中村美律子 瞼の母
中村美律子 河内おとこ節
中村美律子 壺坂情話
中村美律子 酒場ひとり
中村美律子 人生桜
中村美律子 宗右衛門町ブルース
中村美律子 大阪しぐれ
中村美律子 浪花恋しぐれ
中村美律子 おんなの純情
中村美律子 ふたりの朝
中村美律子 女の旅路
中村美律子 つれあい
中村美律子 あなただけ
中村美律子 人生一度
中村美律子 おんな風の盆
中村裕介 セクシー・アドベンチャー
中森明菜 ヨコハマ・A・KU・MA
中森明菜 LIAR
中森明菜 DESIRE -情熱-
中森明菜 スローモーション
中森明菜 TANGO NOIR
中森明菜 ジプシー・クイーン
中森明菜 少女A
中森明菜 サザン・ウインド
中森明菜 I MISSED"THE SHOCK"
中森明菜 十戒[1984]
中森明菜 トワイライト -夕暮れ便り-
中森明菜 二人静 -「天河伝説殺人事件」より
中森明菜 水に挿した花
中森明菜 北ウイング
中森明菜 セカンド・ラブ
中森明菜 ミ・アモーレ[Meu amor e…]
中森明菜 禁区
中森明菜 AL-MAUJ(アルマージ)
中森明菜 難破船
中森明菜 SAND BEIGE -砂漠へ-
中森明菜 TATTOO
中森明菜 1/2の神話
中森明菜 Fin
中森明菜 Dear Friend
中森明菜 飾りじゃないのよ涙は
中森明菜 愛撫
中森明菜 キャンセル!
中森明菜 赤い鳥逃げた
中森明菜 あなたのポートレート
中森明菜 天城越え
中森明菜 愛はかげろう
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歌手名（50音順） 曲名
中森明菜 恋の予感
中森明菜 北ウイング -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より-
中森明菜 SAND BEIGE ～砂漠へ～ -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より-
中森明菜 思秋期(ししゅうき)
中森明菜 飾りじゃないのよ涙は -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より-
中森明菜 スローモーション -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より-
中森明菜 『いちご白書』をもう一度
中森明菜 22才の別れ
中森明菜 踊り子
中森明菜 桃色吐息
中森明菜 別れの予感
中森明菜 シングル・アゲイン
中森明菜 秋桜
中森明菜 異邦人
中森明菜 瑠璃色の地球
中森明菜 ミ・アモーレ[Meu amor e…] -アルバム「歌姫 ダブル・ディケイド」より-
中森明菜 駅
中森明菜 なごり雪
中森明菜 いい日旅立ち
中森明菜 難破船〈2007 Ver.〉
中森明菜 氷雨
中森明菜 越冬つばめ
中山千夏 あなたの心に
中山千夏 ドロロンえん魔くん
中山千夏/大野進 バケツのおひさんつかまえた
中山美穂 Rosa
中山美穂 ツイてるね、ノッてるね
中山美穂 You're My Only Shinin' Star
中山美穂 遠い街のどこかで…
中山美穂 50/50(フィフティー・フィフティー)
中山美穂 人魚姫 ～mermaid～
中山美穂 CATCH ME
中山美穂 派手!!!
中山美穂 愛してるっていわない!
中山美穂 WAKU WAKUさせて
中山美穂 幸せになるために
中山美穂 ただ泣きたくなるの
中山美穂 「C」
中山美穂 JINGI・愛してもらいます
中山美穂 色・ホワイトブレンド
中山美穂&WANDS 世界中の誰よりきっと
長山洋子 蜩(ひぐらし)
長山洋子 捨てられて
長山洋子 炭坑節
長山洋子 たてがみ
長山洋子 じょんから女節
長山洋子 おけさ恋唄
長山洋子 博多山笠女節
流田Project only my railgun
流田Project 君の知らない物語
なぎらけんいち いっぽんでもニンジン
ナツ(柿原徹也) Blaze Up
夏川りみ 涙そうそう
夏川りみ あすという日が
夏川りみ 童神 ～ヤマトグチ～
夏川りみ ゆりかごのうた
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歌手名（50音順） 曲名
夏川りみ 島人ぬ宝
夏川りみ 涙そうそう〈ウチナーグチ・バージョン〉
夏木綾子 あじさい雨情
夏木綾子 寒椿
夏木綾子 博多雨
夏木綾子 雪花挽歌
夏木綾子 出逢い酒
夏木マリ お手やわらかに
ナツ(CV:柿原徹也) Eternal Fellows
七咲逢(CV:ゆかな) 恋はみずいろ
NANA starring MIKA NAKASHIMA GLAMOROUS SKY
NANA starring MIKA NAKASHIMA 一色
NANA starring MIKA NAKASHIMA 一色〈ALTAnative〉
七海るちあ(中田あすみ)、宝生波音(寺門仁美)、洞院リナ(浅野まゆみ) 世界で一番早く朝が来る場所
七海るちあ(中田あすみ)、宝生波音(寺門仁美)、洞院リナ(浅野まゆみ) Legend of Mermaid
七海るちあ(中田あすみ)、宝生波音(寺門仁美)、洞院リナ(浅野まゆみ) Super Love Songs!〈マーメイドバージョン〉
七海るちあ(中田あすみ)、宝生波音(寺門仁美)、洞院リナ(浅野まゆみ) 夢のその先へ
七海るちあ(中田あすみ)、宝生波音(寺門仁美)、洞院リナ(浅野まゆみ) 愛の温度℃
七海るちあ(中田あすみ)、宝生波音(寺門仁美)、洞院リナ(浅野まゆみ) MOTHER SYMPHONY〈3Mermaid Version〉
七海るちあ(中田あすみ)、宝生波音(寺門仁美)、洞院リナ(浅野まゆみ) KODOU ～パーフェクト・ハーモニー～
七海るちあ(中田あすみ)、宝生波音(寺門仁美)、洞院リナ(浅野まゆみ) KIZUNA
七海るちあ(中田あすみ)、宝生波音(寺門仁美)、洞院リナ(浅野まゆみ) 七つの海の物語 ～Pearls of Mermaid～
ナナムジカ くるりくるり
ナナムジカ Ta-lila ～僕を見つけて～
七森中☆ごらく部 ゆりゆららららゆるゆり大事件
七森中☆ごらく部 マイペースでいきましょう
nano.RIPE ハナノイロ
nano.RIPE 面影ワープ
ならゆりあ GO-GO たまごっち!
成清加奈子 パジャマ・じゃまだ
成世昌平 はぐれコキリコ
成世昌平 虎落の里
成世昌平 あんたの里
南波志帆 ごめんね、私。
新沼謙治 津軽恋女
新沼謙治 嫁に来ないか
新沼謙治 ヘッド・ライト
新沼謙治 雪の川
仁王雅治 未完成
仁王雅治 LASER BEAM
仁王雅治 duet:不二周助 PAIN ～絡み合う二つのSTORY～
NIKIIE 春夏秋冬
NICO Touches the Walls Diver
NICO Touches the Walls マトリョーシカ
NICO Touches the Walls ホログラム
NICO Touches the Walls かけら -総べての想いたちへ-
NICO Touches the Walls Broken Youth
西尾えつ子 じゃじゃ馬にさせないで
西尾えつ子 ド・ン・マ・イ来々少年[Don't mind lay lay Boy]
西尾夕紀 ヤッターマンの歌
西方裕之 寒桜
西方裕之 男なら～平成節～
西方裕之 雨の奥飛騨路
錦戸亮 stereo
錦戸亮 monologue
錦野旦(にしきのあきら) 空に太陽がある限り
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歌手名（50音順） 曲名
西崎みどり 旅愁
西島三重子 池上線
西田あい ゆれて遠花火
西田佐知子 涙のかわくまで
西田佐知子 女の意地
西田佐知子 アカシアの雨がやむとき
西田佐知子 赤坂の夜は更けて
西田敏行 もしもピアノが弾けたなら
西つよし ただ、会いたい～母へ～
西野カナ たとえ どんなに…
西野カナ Dear…
西野カナ Summer Girl feat.MINMI
西野カナ このままで
西野カナ Come On Yes Yes Oh Yeah!!
西野カナ if
西野カナ Beautiful
西野カナ 君って
西野カナ beloved
西野カナ Esperanza
西野カナ Clap Clap!!
西野カナ Together
西野カナ Flower
西野カナ Every Boy Every Girl
西野カナ Wishing
西野カナ Christmas Love
西野カナ GIRLS GIRLS
西野カナ Call Me Up
西野カナ Thinking of you
西野カナ ONE WAY LOVE
西野カナ 今夜はPARTY UP
西野カナ LOVE IS BLIND
西野カナ 失恋モード feat.WISE
西野カナ 君の声を feat.VERBAL(m-flo)
西野カナ missing you
西野カナ Dear My Friends
西野カナ MAYBE
西野カナ Style.
西野カナ MAKE UP
西野カナ 遠くても feat.WISE
西野カナ 私たち
西野カナ celtic
西野カナ doll
西野カナ *Prologue* ～Kirari～
西野カナ もっと…
西野カナ Best Friend
西野カナ 会いたくて 会いたくて
西野カナ Alright
西野カナ 君に会いたくなるから
西野カナ glowly days
西六郷少年少女合唱団 鉄道唱歌
西脇唯 君がいるから・・
ニック・ニューサ(ニック・ニューサー) サチコ
新田恵利 冬のオペラグラス
新田洋 タイガーマスク
新田洋 みなしごのバラード
二宮和也(嵐) 虹
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歌手名（50音順） 曲名
二宮和也(嵐) 秘密
二宮和也(嵐) Gimmick Game
二宮和也(嵐) 1992*4##111
二宮和也(嵐) どこにでもある唄。
日本(CV:高橋広樹) 日のいずる国 ジパング
日本(CV:高橋広樹) 恐れ入ります、すみません。
ニャース(犬山犬子) ニャースのパーティ
ニャース(犬山犬子) ニャースのうた
ニャース(犬山イヌコ)&ノリノリガールズ ビッグ・ニャース・ディ
ニャース(犬山犬子)&ノルソル合唱団 ポルカ・オ・ドルカ
NEWS チェリッシュ
NEWS 希望 ～Yell～
NEWS TEPPEN
NEWS weeeek
NEWS 太陽のナミダ
NEWS SUMMER TIME
NEWS NEWSニッポン
NEWS SNOW EXPRESS
NEWS Forever
NEWS ordinary
NEWS ムラリスト
NEWS Smile Maker
NEWS FLY AGAIN
NEWS I・ZA・NA・I・ZU・KI
NEWS LOVE SONG
NEWS ガンガンガンバッテ
NEWS Happy Birthday
NEWS チラリズム
NEWS 恋のABO
NEWS さくらガール
NEWS LIVE
NEWS 生まれし君へ
NEWS 秋の空
NEWS 2人/130000000の奇跡
NEWS ワンダーランド
NEWS BE FUNKY!
NEWS D.T.F
NEWS 内容の無い手紙
NEWS エンドレス・サマー
NEWS Share
NEWS Fighting Man
NEWS Wake Up
NEWS code
NEWS ゴメンネ ジュリエット
New man co.,Ltd. 恋のダイヤル6700
NIRGILIS SNOW KISS
NIRGILIS sakura
忍者 お祭り忍者
忍ジャーズ 四方八方肘鉄砲(しほうはっぽうひじでっぽう)
奴良リクオ(福山潤) True Blood
navy&ivory 指輪
根岸崇一 SONG BY カジヒデキ 甘い恋人
ねごと ループ
ねごと カロン
鼠先輩 六本木 ～GIROPPON～
ネプチューン 上を向いて歩いてゆこう
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歌手名（50音順） 曲名
NOA(仙道敦子&吉田栄作) 今を抱きしめて
Noa アカシ
Noa SPINNING THE WORLD
ノースリーブス ハート型ウイルス [no3b ver.]
ノースリーブス Answer
ノースリーブス 唇 触れず…
ノースリーブス 君しか
ノースリーブス 奇跡は夜生まれる [Performance:高橋みなみ]
ノースリーブス Bye Bye Bye
ノースリーブス Cloudy sky [Performance:小嶋陽菜]
ノースリーブス 純愛のクレッシェンド
ノースリーブス クリスマスプレゼント Remix
ノースリーブス 嘘でしょ? ～七里ガ浜の七不思議～ [Performance:ガールズ・ING]
ノースリーブス 私は私 [Performance:峯岸みなみ]
ノースリーブス 尺が欲しい [Performance:恋愛運上昇団]
ノースリーブス モノズキ1号
ノースリーブス 愛しさのアクセル [高橋みなみソロ]
ノースリーブス 逆転王子様 [no3b ver.]
ノースリーブス Answer TV Animation ver.
ノースリーブス 3seconds〈Remix〉
ノースリーブス キスの流星
ノースリーブス Relax!
ノースリーブス タネ
ノースリーブス Girls' talk
ノースリーブス Lie
nobodyknows+ ココロオドル
nobodyknows+ Hero's Come Back!!
No Regret Life 失くした言葉
野口五郎 19:00の街
野口五郎 私鉄沿線
野口五郎 甘い生活
野口五郎 青いリンゴ
野口五郎 オレンジの雨
のこいのこ パタパタママ
のこいのこ はたらくくるま1
NOKKO(のっこ) 人魚
NOKKO(のっこ) フレンズ
Not yet 波乗りかき氷
Not yet ひらひら
能登麻美子 いちぬけ
能登麻美子 かりぬい
野中彩央里 名瀬(なぜ)の恋風
Nobby(ノビー) 母の鞄
信長と蘭丸 敦盛2011
NOVELS ミッシングリンク
のみこ ランドセリング☆
のみこ 星風のホロスコープ
野水いおり 魔・カ・セ・テ Tonight
野村真樹 一度だけなら
野本かりあ ショコラに夢中
Noria 瞳のこたえ
Noria たっとぅーん♪たいむ
Noria(のりあ)と3姉妹 たっとぅーん♪たいむ〈みんなでいっそ〉
パーキッツ らびゅ らびゅ
ザ・バーズ ふり向くな君は美しい
PERSONZ 7 COLORS[Over The Rainbow]
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歌手名（50音順） 曲名
PERSONZ DEAR FRIENDS
Hearts Grow ユラユラ
Hearts Grow かさなる影
バービーボーイズ(BARBEE BOYS) chibi
バービーボーイズ(BARBEE BOYS) 目を閉じておいでよ
バービーボーイズ(BARBEE BOYS) チャンス到来
バービーボーイズ(BARBEE BOYS) 負けるもんか
Half-Life J-POP
パープル・シャドウズ 小さなスナック
HIGH and MIGHTY COLOR PRIDE
HIGH and MIGHTY COLOR DIVE into YOURSELF
HIGH and MIGHTY COLOR 一輪の花
heidi. ∞ループ
heidi. 予感
倍賞千恵子 世界の約束
倍賞千恵子 さくら貝の歌
はいだしょうこ おまつりすんだはらっぱに
はいだしょうこ たまともフォーエバー
はいだしょうこ 赤いやねの家
by断ち切り隊 恋の激ダサ絶頂!
灰津尾出男 万事屋ブルース
hyde SEASON'S CALL
hyde GLAMOROUS SKY〈ENGLISH VER.〉〈全英語詞〉
BITE THE LUNG 太陽
Hi-Fi CAMP 一粒大の涙はきっと
Hi-Fi CAMP だから一歩前へ踏み出して
Hi-Fi CAMP キズナ
Hi-Fi CAMP 恋
Hi-Fi CAMP トルケスタニカ
Hi-Fi CAMP この手伸ばして
ハイ・ファイ・セット 冷たい雨
ハイ・ファイ・セット 卒業写真
ハイ・ファイ・セット スカイレストラン
ザ・ハイロウズ 胸がドキドキ
ザ・ハイロウズ 日曜日よりの使者
ザ・ハイロウズ 青春
ザ・ハイロウズ 日曜日よりの使者〈SINGLE Version〉
HI LOCKATION MARKETS ライフラリズム
HIRO-X future
HIRO-X Driving Myself
HOW MERRY MARRY ノーザンライツ
HOW MERRY MARRY 僕にできること
ハウンド・ドッグ AMBITIOUS
ハウンド・ドッグ 涙のBirthday
ハウンド・ドッグ ff
ハウンド・ドッグ BRIDGE ～あの橋をわたるとき～
ハウンド・ドッグ 嵐の金曜日
ハウンド・ドッグ ラスト・シーン
ハウンド・ドッグ ONLY LOVE
ハウンド・ドッグ R★O★C★K★S
萩原健一 大阪で生まれた女
BAKU ぞうきん
B∀G HEARTの形状(かたち)
B∀G mama I Love You
BUCK-TICK JUST ONE MORE KISS
BUCK-TICK 悪の華
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歌手名（50音順） 曲名
BUCK-TICK JUPITER
BUCK-TICK くちづけ
BUCK-TICK 月下麗人
爆風スランプ Runner
爆風スランプ 月光
爆風スランプ リゾ・ラバ -Resort Lovers-
爆風スランプ 大きな玉ねぎの下で ～はるかなる想い
爆風スランプ 涙2(ナミダナミダ)〈LOVEヴァージョン〉
爆風スランプ 旅人よ～The Longest Journey
箱崎晋一朗 熱海の夜
ハジ→ おまえに。
はしだのりひことクライマックス 花嫁
はしだのりひことシューベルツ 風
元ちとせ 語り継ぐこと
元ちとせ 春のかたみ
元ちとせ ワダツミの木
橋本潮 ロマンティックあげるよ
橋本仁 ロックマンのテーマ ～風を突き抜けて～
橋本みゆき Glossy:MMM
橋本みゆき 初恋パラシュート
橋幸夫 子連れ狼
橋幸夫/安倍里葎子 今夜は離さない
走裕介 篠突く雨
走裕介 おんなの雪
蓮井朱夏(菅野美穂) ZOO ～愛をください～
ぱすぽ☆ 少女飛行
長谷川きよし 黒の舟唄
秦 基博(ハタ・モトヒロ) 透明だった世界
秦 基博(ハタ・モトヒロ) アイ〈弾き語りVersion〉
秦 基博(ハタ・モトヒロ) Halation
秦 基博(ハタ・モトヒロ) アイ
秦 基博(ハタ・モトヒロ) 鱗(うろこ)
秦 基博(ハタ・モトヒロ) 僕らをつなぐもの〈Contrast Ver.〉
秦 基博(ハタ・モトヒロ) キミ、メグル、ボク
秦 基博(ハタ・モトヒロ) 虹が消えた日
秦 基博(ハタ・モトヒロ) 朝が来る前に
八九寺真宵(加藤英美里) 帰り道
8人の麦わら海賊団 A THOUSAND DREAMERS
back number 花束
back number 思い出せなくなるその日まで
THE BACK HORN コバルトブルー
THE BACK HORN 罠
THE BACK HORN 刃
初田悦子 きみのママより
服部浩子 小倉恋ごよみ
服部浩子 はまゆう哀花
服部浩子 未練のなみだ
服部浩子 志摩の磯笛
はっぱ隊 YATTA!
花咲つぼみ/キュアブロッサム(水樹奈々) つ.ぼ.み ～Future Flower～
花咲ゆき美 冬恋花
花咲ゆき美 女のしぐれ酒
花咲ゆき美 面影草
花澤香菜 あした来る日
花頭巾 にっぽん昔ばなし
ハナ肇とクレイジー・キャッツ スーダラ節
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歌手名（50音順） 曲名
花花 あ～よかった
花花 さよなら 大好きな人
Honey L Days まなざし
ハニー・ナイツ 妖怪人間ベム
ハニー・ナイツ オー・チンチン
ハニー・ナイツ ふりむかないで
ハニー・ナイツ/少年少女合唱団みずうみ ウルトラマン A(エース)
埴之塚光邦(齋藤彩夏) ドキドキ☆ワクワク♪
羽入(堀江由衣) なのです☆〈オヤシロさまBREAKS〉
羽入(堀江由衣) なのです☆
羽川翼(堀江由衣) sugar sweet nightmare
馬場俊英 スタートライン
馬場祐美/東映児童合唱団 通りゃんせ
Happiness Wish
Happiness フレンズ
Happiness Kiss Me
Happiness Happy Talk
PUFFY アジアの純真
PUFFY これが私の生きる道
PUFFY サーキットの娘
PUFFY 渚にまつわるエトセトラ
PUFFY MOTHER
PUFFY 愛のしるし
PUFFY SWEET DROPS
PUFFY 誰かが
Perfume スパイス
Perfume GLITTER
Perfume Dream Fighter
Perfume love the world
Perfume NIGHT FLIGHT
Perfume 不自然なガール
Perfume VOICE
Perfume ねぇ
Perfume レーザービーム
Perfume 微かなカオリ
Perfume FAKE IT
Perfume コンピューターシティ
Perfume エレクトロ・ワールド
Perfume ナチュラルに恋して
Perfume ポリリズム
Perfume マカロニ
Perfume Baby cruising Love
Perfume シークレットシークレット
Perfume セラミックガール
Perfume ジェニーはご機嫌ななめ
Perfume チョコレイト・ディスコ
Perfume パーフェクトスター・パーフェクトスタイル
Perfume Puppy love
DA BUBBLE GUM BROTHERS WON'T BE LONG
Pabo 恋のヘキサゴン〈2008mix〉
Pabo グリーンフラッシュ伝説
Pabo 恋をしようよ
Pabo 恋
Pabo 恋のヘキサゴン
浜圭介/桂銀淑 北空港
浜崎あゆみ CAROLS
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歌手名（50音順） 曲名
浜崎あゆみ About You
浜崎あゆみ HANABI
浜崎あゆみ independent
浜崎あゆみ July 1st
浜崎あゆみ UNITE!
浜崎あゆみ Dearest
浜崎あゆみ poker face
浜崎あゆみ YOU
浜崎あゆみ Trust
浜崎あゆみ Voyage
浜崎あゆみ Depend on you
浜崎あゆみ A Song for XX
浜崎あゆみ As if...
浜崎あゆみ LOVE ～Destiny～
浜崎あゆみ TO BE
浜崎あゆみ Boys & Girls
浜崎あゆみ Startin'
浜崎あゆみ Trauma
浜崎あゆみ monochrome
浜崎あゆみ End roll
浜崎あゆみ ourselves
浜崎あゆみ Greatful days
浜崎あゆみ appears
浜崎あゆみ immature
浜崎あゆみ Fly high
浜崎あゆみ And Then
浜崎あゆみ Who...
浜崎あゆみ BLUE BIRD
浜崎あゆみ kanariya
浜崎あゆみ I am...
浜崎あゆみ A Song is born
浜崎あゆみ no more words
浜崎あゆみ Free & Easy
浜崎あゆみ vogue
浜崎あゆみ Far away
浜崎あゆみ SEASONS
浜崎あゆみ fated
浜崎あゆみ SURREAL
浜崎あゆみ Duty
浜崎あゆみ SCAR
浜崎あゆみ AUDIENCE
浜崎あゆみ teddy bear
浜崎あゆみ Key〈eternal tie ver.〉
浜崎あゆみ M
浜崎あゆみ evolution
浜崎あゆみ NEVER EVER
浜崎あゆみ 卒業写真
浜崎あゆみ beloved
浜崎あゆみ Moments
浜崎あゆみ No way to say
浜崎あゆみ INSPIRE
浜崎あゆみ walking proud
浜崎あゆみ ANGEL'S SONG
浜崎あゆみ Because of You
浜崎あゆみ crossroad(Original mix)
浜崎あゆみ SEVEN DAYS WAR(Original mix)
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歌手名（50音順） 曲名
浜崎あゆみ Last angel(Original mix)
浜崎あゆみ Love song -original mix-
浜崎あゆみ&KEIKO(globe) a song is born
浜崎あゆみ&つんく LOVE ～since 1999～
浜田省吾 路地裏の少年
浜田省吾 丘の上の愛
浜田省吾 愛という名のもとに
浜田省吾 MONEY
浜田省吾 悲しみは雪のように〈Original Album Version〉
浜田省吾 いつわりの日々
浜田省吾 風を感じて[Easy to be happy]
浜田省吾 片想い
浜田省吾 君に会うまでは
浜田省吾 愛のかけひき
浜田省吾 ラストショー
浜田省吾 愛の世代の前に
浜田省吾 ON THE ROAD
浜田省吾 こんな夜は I miss you.
浜田省吾 家路
浜田省吾 終りなき疾走
浜田省吾 マイホームタウン
浜田省吾 悲しみは雪のように
浜田省吾 僕と彼女と週末に
浜田雅功と槇原敬之 チキンライス
浜田麻里 Return to myself ～しない、しない、ナツ。
浜田麻里 Paradox
濱田理恵 笑顔に会いたい
濱田理恵 いないいないばあっ!
ハムちゃんず ハム太郎 とっとこうた
ハムちゃんず てをつなごう
ハムちゃんず ハッピーハムハムバースデイ
ハムちゃんず ハム太郎とっとこうた 2005
ハムちゃんず ハム太郎とっとこうた 2011
早坂好恵 絶対!Part2
林アキラ 南の島のハメハメハ大王
林アキラ 北風小僧の寒太郎
林アキラ しまうまグルグル
林アキラ/ひばり児童合唱団 こぶたぬきつねこ
林明日香 ake-kaze
林明日香 小さきもの
林原めぐみ Over Soul
林原めぐみ Give a reason
林原めぐみ Successful Mission
林原めぐみ Breeze
林原めぐみ ～infinity～∞
林原めぐみ brave heart
林原めぐみ Northern lights
林原めぐみ サクラサク
林原めぐみ 魂のルフラン〈Aqua Groove Mix〉
林原めぐみ おもかげ
林原めぐみ 集結の運命
林原めぐみ 今日の日はさようなら
林原めぐみ 集結の園へ
林原めぐみ/奥井雅美 Get along
林桃子 H@ppy Together!!!
林桃子 You make me happy!

127



歌手名（50音順） 曲名
速水けんたろう/茂森あゆみ あいうえおはよう
速水けんたろう/茂森あゆみ くものしま
速水けんたろう/茂森あゆみ/ひまわりキッズ&だんご合唱団 だんご3兄弟
早見優 夏色のナンシー
バラクーダー 日本全国酒飲み音頭
原大輔 秋冬
PARADISE GO!! GO!! Faraway
原田真二 キャンディ
原田真二 タイム・トラベル
原田真二 てぃーんず ぶるーす
原田千栄 GHOST SWEEPER
原田知世 時をかける少女
原田知世 早春物語
原田知世 天国にいちばん近い島
原田ひとみ Once
原田悠里 木曽路の女
原田悠里 安曇野
原田悠里 津軽の花
原田悠里 天草の女
原田悠里 明日(あす)を信じて
原田悠里 飛騨の月
原由子 ハートせつなく
原由子 じんじん
原由子 あじさいのうた
原由子 花咲く旅路
原由子 少女時代
原由子 そんなヒロシに騙されて
原由子 京都物語
HARRY ミッドナイト・サブマリン
HΛL I'll be the one
遼花 ムネニキボウヲ
ハルカ(KAORI) 私、負けない! ～ハルカのテーマ～
HALCALI Long Kiss Good Bye
春音あいら cv.阿澄佳奈 Dream Goes On
晴山さおり 一円玉の旅がらす
晴晴゛ あの場所へ
Bank Band with Salyu to U
ハン・ジナ サヨナラはくちづけのあとで
半田浩二 済州エア・ポート(チェジュエアポート)
半田浩二 日暮里挽歌
半田浩二 かすみ草咲く頃に
伴都美子 Brave
Hundred Percent Free 十五夜クライシス～君に逢いたい～
Hundred Percent Free Hello Mr.my yesterday
般若 やっちゃった
はんにゃとフルーツポンチ なんてフワフワなんだJAPAN
ばんばひろふみ SACHIKO
バンバン 『いちご白書』をもう一度
bump.y 卒業までに・・・
bump.y Kiss!
BUMP OF CHICKEN プラネタリウム
BUMP OF CHICKEN カルマ
BUMP OF CHICKEN supernova(スーパーノヴァ)
BUMP OF CHICKEN 涙のふるさと
BUMP OF CHICKEN ハルジオン
BUMP OF CHICKEN Stage of the ground
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歌手名（50音順） 曲名
BUMP OF CHICKEN メロディーフラッグ
BUMP OF CHICKEN メーデー
BUMP OF CHICKEN 花の名
BUMP OF CHICKEN 天体観測
BUMP OF CHICKEN 才悩人応援歌
BUMP OF CHICKEN プレゼント
BUMP OF CHICKEN スノースマイル
BUMP OF CHICKEN ロストマン
BUMP OF CHICKEN sailing day
BUMP OF CHICKEN ゼロ
BUMP OF CHICKEN オンリー ロンリー グローリー
BUMP OF CHICKEN グングニル
BUMP OF CHICKEN K
BUMP OF CHICKEN ラフ・メイカー
BUMP OF CHICKEN アルエ
BUMP OF CHICKEN とっておきの唄
BUMP OF CHICKEN Title of mine
BUMP OF CHICKEN キャッチボール
BUMP OF CHICKEN ベンチとコーヒー
BUMP OF CHICKEN ベル
BUMP OF CHICKEN ダイヤモンド
BUMP OF CHICKEN ダンデライオン
BUMP OF CHICKEN LAMP
BUMP OF CHICKEN ガラスのブルース
BUMP OF CHICKEN リトルブレイバー
BUMP OF CHICKEN グロリアスレボリューション
BUMP OF CHICKEN ノーヒットノーラン
BUMP OF CHICKEN 真っ赤な空を見ただろうか
BUMP OF CHICKEN BATTLE CRY
BUMP OF CHICKEN くだらない唄
BUMP OF CHICKEN 乗車権
BUMP OF CHICKEN ギルド
BUMP OF CHICKEN embrace
BUMP OF CHICKEN 同じドアをくぐれたら
BUMP OF CHICKEN 車輪の唄
BUMP OF CHICKEN レム
BUMP OF CHICKEN fire sign
BUMP OF CHICKEN 太陽
BUMP OF CHICKEN 夢の飼い主
BUMP OF CHICKEN ハイブリッド レインボウ
BUMP OF CHICKEN リリィ
BUMP OF CHICKEN ホリデイ
BUMP OF CHICKEN 続・くだらない唄
BUMP OF CHICKEN Ever lasting lie
BUMP OF CHICKEN 銀河鉄道
BUMP OF CHICKEN voyager
BUMP OF CHICKEN ハンマーソングと痛みの塔
BUMP OF CHICKEN 時空かくれんぼ
BUMP OF CHICKEN かさぶたぶたぶ
BUMP OF CHICKEN ひとりごと
BUMP OF CHICKEN 飴玉の唄
BUMP OF CHICKEN flyby
BUMP OF CHICKEN arrows
BUMP OF CHICKEN R.I.P.
BUMP OF CHICKEN Merry Christmas
BUMP OF CHICKEN HAPPY
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歌手名（50音順） 曲名
BUMP OF CHICKEN pinkie
BUMP OF CHICKEN 魔法の料理 ～君から君へ～
BUMP OF CHICKEN キャラバン
BUMP OF CHICKEN 宇宙飛行士への手紙
BUMP OF CHICKEN モーターサイクル
BUMP OF CHICKEN 三ッ星カルテット
BUMP OF CHICKEN ウェザーリポート
BUMP OF CHICKEN 分別奮闘記
BUMP OF CHICKEN 透明飛行船
BUMP OF CHICKEN 66号線
BUMP OF CHICKEN セントエルモの火
BUMP OF CHICKEN angel fall
BUMP OF CHICKEN イノセント
BUMP OF CHICKEN beautiful glider
BUMP OF CHICKEN 歩く幽霊
BUMP OF CHICKEN good friends
BUMP OF CHICKEN 東京賛歌
BUMP OF CHICKEN ガラスのブルース〈28 years round〉
VAMPS EVANESCENT
VAMPS MEMORIES
B'z ALONE
B'z EASY COME,EASY GO!
B'z GIMME YOUR LOVE ～不屈のLOVE DRIVER～
B'z LADY NAVIGATION
B'z 太陽のKomachi Angel
B'z BAD COMMUNICATION
B'z ZERO
B'z RUN
B'z NATIVE DANCE
B'z 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない
B'z 裸足の女神
B'z LOVE IS DEAD
B'z だからその手を離して
B'z Wonderful Opportunity
B'z 憂いのGYPSY
B'z Crazy Rendezvous
B'z もう一度キスしたかった
B'z BLOWIN'
B'z TIME
B'z 春
B'z OH! GIRL
B'z 恋心[KOI-GOKORO]
B'z いつかのメリークリスマス
B'z 恋じゃなくなる日
B'z 紅い陽炎
B'z さよならなんかは言わせない
B'z 月光
B'z Pleasure '91-人生の快楽-
B'z ねがい
B'z YOU & I
B'z 愛のバクダン
B'z MOTEL
B'z Liar! Liar!
B'z スイマーよ!!
B'z 泣いて 泣いて 泣きやんだら
B'z さまよえる蒼い弾丸
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歌手名（50音順） 曲名
B'z HOME
B'z Pleasure '98-人生の快楽-
B'z OCEAN
B'z 衝動
B'z ギリギリchop
B'z ONE
B'z Brotherhood
B'z ゆるぎないものひとつ
B'z ピエロ
B'z SPLASH!
B'z Everlasting
B'z 夢見が丘
B'z 消えない虹
B'z 今夜月の見える丘に
B'z May
B'z 永遠の翼
B'z SUPER LOVE SONG
B'z 純情ACTION
B'z BURN -フメツノフェイス-
B'z BAD COMMUNICATION〈ULTRA Pleasure Style〉
B'z Pleasure 2008 ～人生の快楽～
B'z グローリーデイズ
B'z BANZAI
B'z いつかのメリークリスマス〈「恋するハニカミ!」バージョン〉
B'z ALL-OUT ATTACK
B'z OCEAN〈2006 MiX〉
B'z アラクレ
B'z 光芒
B'z DIVE
B'z イチブトゼンブ
B'z MY LONELY TOWN
B'z イチブトゼンブ〈Ballad Version〉
B'z Time Flies
B'z PRAY
B'z MAGIC
B'z Mayday!
B'z だれにも言えねぇ
B'z さよなら傷だらけの日々よ
B'z Don't Wanna Lie
B'z Homebound
B'z C'mon
B'z ひとしずくのアナタ
B'z DAREKA
B'z ボス
B'z Too Young
B'z ピルグリム
B'z ザ・マイスター
B'z デッドエンド
B'z 命名
B'z 今夜月の見える丘に〈Alternative Guitar Solo ver.〉
ピース×ピース ピースフル!
BEAT CRUSADERS TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT〈全英語詞〉
BEAT CRUSADERS HIT IN THE USA〈全英語詞〉
ビートたけし 浅草キッド
ピート・マック・ジュニア ルパン三世のテーマ
ザ・ヴィーナス キッスは目にして!
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歌手名（50音順） 曲名
ザ・ピーナッツ 恋のバカンス
ザ・ピーナッツ 大阪の女
ザ・ピーナッツ 恋のフーガ
ザ・ピーナッツ ウナ・セラ・ディ東京
ザ・ピーナッツ 銀色の道
B.B.クィーンズ おどるポンポコリン
B.B.クィーンズ ドレミファだいじょーぶ
B.B.クィーンズ おどるポンポコリン～ちびまる子ちゃん 誕生 25th Version～
B.B.クィーンズ しょげないでよBaby
BeForU Strike Party!!!
柊つかさ(福原香織) 寝・逃・げでリセット!
樋浦一帆 宇宙の王者! ゴッドマーズ
ピカソ シ・ネ・マ
氷上恭子/宮村優子 未来形アイドル
光GENJI 太陽がいっぱい
光GENJI STAR LIGHT
光GENJI ガラスの十代
光GENJI パラダイス銀河
光GENJI 勇気100%
光GENJI Graduation
氷川きよし 初恋列車
氷川きよし 星空の秋子
氷川きよし 一剣
氷川きよし きよしのズンドコ節
氷川きよし 箱根八里の半次郎
氷川きよし きよしのソーラン節
氷川きよし 大井追っかけ音次郎
氷川きよし 玄海船歌
氷川きよし 白雲の城
氷川きよし 情熱のマリアッチ
氷川きよし 哀愁の湖
氷川きよし きよしのドドンパ
氷川きよし 番場の忠太郎
氷川きよし 裏町人生
氷川きよし 旅笠道中
氷川きよし 妻恋道中
氷川きよし 別れの一本杉
氷川きよし ああ上野駅
氷川きよし 骨まで愛して
氷川きよし 東京の花売娘
氷川きよし アカシアの雨がやむとき
氷川きよし 浪曲一代
氷川きよし 北上夜曲
氷川きよし ときめきのルンバ
氷川きよし かあさん日和
氷川きよし 宗右衛門町ブルース
氷川きよし あの娘が泣いてる波止場
氷川きよし 三味線旅がらす
氷川きよし 虹色のバイヨン
氷川きよし 北国の春
氷川きよし あの娘と野菊と渡し舟
引田香織 笑顔の訳
BEGIN 恋しくて
BEGIN 三線の花
BEGIN 島人ぬ宝
BEGIN 涙そうそう
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歌手名（50音順） 曲名
BEGIN 防波堤で見た景色
BEGIN 涙そうそう〈一五一会バージョン〉
BEGIN 恋しくて〈一五一会バージョン〉
BEGIN 島人ぬ宝〈一五一会バージョン〉
BEGIN オジー自慢のオリオンビール〈エイサー・バージョン〉
BEGIN オジー自慢のオリオンビール
BEGIN with アホナスターズ 笑顔のまんま
樋口了一 1/6の夢旅人2002
樋口了一 1/6の夢旅人
ビクトリーム(若本規夫) ベリーメロン ～私の心をつかんだ良いメロン～
ピコ 勿忘草
ピコ タナトス feat.ティッシュ姫
ピコ 闇色アリス
ピコ 桜音
ピコ ピコピコ☆レジェンドオブザナイト
久松史奈 天使の休息
ビジャンドゥ WAVE
聖川真斗(鈴村健一) Knocking on the mind
聖川真斗(鈴村健一) Mostフォルティシモ
聖川真斗(鈴村健一) 騎士のKissは雪より優しく
Buzy 鯨
Buzy Be Somewhere
Hysteric Blue なぜ…
Hysteric Blue グロウアップ
vistlip -OZONE-
悲愴感 悲愴感
常陸院光・馨(鈴村健一・藤田圭宣) 僕らのLove Style
日番谷冬獅郎(朴路美) This Light I See
pigstar 君=花
pigstar 衝動
BIGBANG HANDS UP
BIGBANG MY HEAVEN
BIGBANG 声をきかせて
BIGBANG 声をきかせて〈Acoustic Version〉
BIGBANG SOMEBODY TO LUV
hide DICE
hide TELL ME
hide MISERY
hide Beauty & Stupid
hide 限界破裂
hide with Spread Beaver ROCKET DIVE
hide with Spread Beaver ピンク スパイダー
hide with Spread Beaver ever free
hide with Spread Beaver HURRY GO ROUND
ヒデとロザンナ 愛は傷つきやすく
ヒデとロザンナ 愛の奇跡
ヒデ夕樹/朝礼志 この木なんの木
ヒデ夕樹/杉並児童合唱団 海のトリトン
ヒデ夕樹/ヤング・フレッシュ 風よ光よ
尾藤イサオ あしたのジョー
尾藤イサオ 赤鬼と青鬼のタンゴ
一青窈 影踏み
一青窈 かざぐるま
一青窈 もらい泣き
一青窈 ハナミズキ
一青窈 江戸ポルカ

133



歌手名（50音順） 曲名
一青窈 さよならありがと
一青窈 はじめて
hitomi IS IT YOU?
hitomi by myself
hitomi there is...
hitomi I am
hitomi SAMURAI DRIVE
hitomi LOVE 2000
hinaco 泣き顔スマイル
日奈森あむ(伊藤かな恵) シークレットプリンセス(あむVer.)
日野てる子 夏の日の想い出
日野美歌 氷雨
Bivattchee 太陽の真ん中へ
雲雀恭弥(近藤隆) 証
雲雀恭弥(近藤隆) Horizon
雲雀恭弥(近藤隆) 孤高のプライド
雲雀恭弥(近藤隆) ひとりぼっちの運命
雲雀恭弥(近藤隆)VS六道 骸(飯田利信) Sakura addiction
Vivian or Kazuma moment
ビビアン・スー タイミング～Timing～
響ミソラ ハートウェーブ
ViViD FAKE
ViViD 「夢」～ムゲンノカナタ～
ViViD PRECIOUS
ViViD 夢ノミチシルベ
ViViD Across The Border
ViViD Dear
ViViD BLUE
氷室衣舞(菅谷梨沙子/Berryz工房) エレガントガール
氷室京介 ANGEL
氷室京介 DEAR ALGERNON
氷室京介 JEALOUSYを眠らせて
氷室京介 KISS ME
氷室京介 SUMMER GAME
氷室京介 LOVER'S DAY
氷室京介 MOON
氷室京介 STAY
氷室京介 SQUALL
氷室京介 ダイヤモンド・ダスト
氷室京介 Claudia
氷室京介 CLOUDY HEART
氷室京介 BANG THE BEAT
氷室京介 Keep the faith
HI-ME 金太の大冒険
HIMEKA 明日へのキズナ
HIMEKA 果てなき道
姫路瑞希(原田ひとみ)、島田美波(水橋かおり)、木下秀吉(加藤英美
里)、霧島翔子(磯村知美)

晴れときどき笑顔

白蘭(大山鎬則) PARADE
白蘭(大山鎬則) パーフェクトワールド
ヒャダイン ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C
ヒャダイン ヒャダル子のカカカタ☆カタオモイ-F
ヒャダイン Choose me feat.佐咲紗花
ヒャダイン ヒャダインのじょーじょーゆーじょー
ヒャダイン リア充ってこんなもんだっけ feat.ディスクン星人
氷帝エタニティ 不条理
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歌手名（50音順） 曲名
日吉ミミ 男と女のお話
ぴよぴよ 虹と太陽の丘
平井堅 Precious Junk
平井堅 思いがかさなるその前に…
平井堅 大きな古時計
平井堅 キミはともだち
平井堅 POP STAR
平井堅 バイマイメロディー
平井堅 哀歌(エレジー)
平井堅 君の好きなとこ
平井堅 美しい人
平井堅 楽園
平井堅 even if
平井堅 KISS OF LIFE
平井堅 キャンバス
平井堅 いつか離れる日が来ても
平井堅 Love Love Love
平井堅 Ring
平井堅 LIFE is... ～another story～
平井堅 瞳をとじて
平井堅 見上げてごらん夜の星を
平井堅 センチメンタル
平井堅 LIFE is...
平井堅 白い恋人達
平井堅 わかれうた
平井堅 一人じゃない
平井堅 アイシテル
平井堅 いとしき日々よ
平井堅 夢のむこうで
平井堅 僕は君に恋をする
平尾昌晃 ミヨちゃん
平尾昌晃 星は何でも知っている
平尾昌晃/畑中葉子 カナダからの手紙
平沢憂(米澤円) ウキウキNew! My Way
平沢唯(園児)(豊崎愛生) うさぎとかめ
平沢唯(豊崎愛生) Oh My ギー太!!
平沢唯(豊崎愛生) しあわせ日和
平沢唯(豊崎愛生) Come with Me!!(唯Ver.)
平沢唯(豊崎愛生) ギー太に首ったけ
平沢唯(豊崎愛生) Sunday Siesta
平沢唯(豊崎愛生) 『レッツゴー』〈唯Ver.〉
平野綾 冒険でしょでしょ?
平野綾 Super Driver
平野綾 MonStAR
平野綾 風読みリボン
平野綾(涼宮ハルヒ)・茅原実里(長門有希)・後藤邑子(朝比奈みくる) ハレ晴レユカイ
平野綾(涼宮ハルヒ)・茅原実里(長門有希)・後藤邑子(朝比奈みくる) 止マレ!
平野綾(涼宮ハルヒ)・茅原実里(長門有希)・後藤邑子(朝比奈みくる) 最強パレパレード
平原綾香 Voyagers
平原綾香 星つむぎの歌
平原綾香 Jupiter
平原綾香 翼をください
平原綾香 はじまりの風
平原綾香 カンパニュラの恋
平原綾香 with 久石譲 いのちの名前
平松愛理 部屋とYシャツと私
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歌手名（50音順） 曲名
平松愛理 戻れない道
平松混声合唱団 旅立ちの時 ～Asian Dream Song～
平松混声合唱団 HEIWAの鐘
ピラメキオールスターズ ピラメキたいそう〈はんにゃが解決!バージョン〉
ピラメキオールスターズ ピラメキたいそう〈フルーツポンチが解決!バージョン〉
平山三紀 真夏の出来事
ビリー・バンバン さよならをするために
ビリー・バンバン 白いブランコ
ビリー・バンバン ずっとあなたが好きでした
ビリー・バンバン また君に恋してる
ビリケン あるいてゆこう
ビリケン 風が吹く丘
Hilcrhyme ルーズリーフ
Hilcrhyme トラヴェルマシン
Hilcrhyme BOYHOOD
Hilcrhyme Shampoo
Hilcrhyme デタミネーション
Hilcrhyme No.109
Hilcrhyme Moon Rise
Hilcrhyme MESSAGE BOX
Hilcrhyme 臆病な狼
Hilcrhyme no one
Hilcrhyme 光
Hilcrhyme Please Cry
Hilcrhyme 押韻見聞録
Hilcrhyme 春夏秋冬
Hilcrhyme RIDERS HIGH
Hilcrhyme リサイタル ～ヒルクライム交響楽団 作品第1番変ヒ短調～
Hilcrhyme チャイルドプレイ
Hilcrhyme 雨天
Hilcrhyme 射程圏内 feat.SUNSQRITT
Hilcrhyme もうバイバイ
Hilcrhyme 純也と真菜実
Hilcrhyme ツボミ
Hilcrhyme 友よ
Hilcrhyme パーソナルCOLOR
ザ・ヴィレッジ・シンガーズ 亜麻色の髪の乙女
hiro Treasure
the pillows ハイブリッド レインボウ
the pillows Funny Bunny
the pillows Comic Sonic
ひろえ純 サイレント・ヴォイス
ひろえ純 一千万年銀河
ヒロシ&キーボー 3年目の浮気
ヒロシ&ミユキ 男と女のラブゲーム
広末涼子 MajiでKoiする5秒前
広末涼子 大スキ!
広瀬香美 ロマンスの神様
広瀬香美 愛があれば大丈夫
広瀬香美 ゲレンデがとけるほど恋したい
広瀬香美 幸せをつかみたい
広瀬香美 DEAR...again
広瀬香美 真冬の帰り道
広瀬香美 promise
広瀬香美 ピアニシモ
広瀬香美 Groovy!
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歌手名（50音順） 曲名
広瀬香美 ストロボ
広瀬香美 幸せになりたい
広瀬香美 悲しみは雪のように
弘田三枝子 人形の家
ぴんから兄弟 ひとり酒
ピンキーとキラーズ 恋の季節
PINK SAPPHIRE P.S.I LOVE YOU
ピンク・レディー 渚のシンドバッド
ピンク・レディー ペッパー警部
ピンク・レディー S.O.S
ピンク・レディー カルメン '77
ピンク・レディー ウォンテッド[指名手配]
ピンク・レディー サウスポー
ピンク・レディー UFO
ピンク・レディー モンスター
ピンク・レディー 透明人間
ピンク・レディー カメレオン・アーミー
貧ちゃん この町いつも ～貧ちゃんのうた～
ファースト・チリアーノ 私だけの十字架
Fire Bomber HOLY LONELY LIGHT
Fire Bomber 突撃ラブハート
Fire Bomber PLANET DANCE
Fire Bomber TRY AGAIN
Fire Bomber featuring BASARA NEKKI SEVENTH MOON
ファイン☆レイン 学園天国〈ファイン★レインばーじょん〉
FUNKY MONKEY BABYS 告白
FUNKY MONKEY BABYS LOVE SONG
FUNKY MONKEY BABYS 恋の片道切符
FUNKY MONKEY BABYS 希望の唄
FUNKY MONKEY BABYS もう君がいない
FUNKY MONKEY BABYS 桜
FUNKY MONKEY BABYS メロディーライン
FUNKY MONKEY BABYS おかえりなさい
FUNKY MONKEY BABYS ガムシャラBOY
FUNKY MONKEY BABYS ヒーロー
FUNKY MONKEY BABYS 夢
FUNKY MONKEY BABYS ふるさと
FUNKY MONKEY BABYS 大切
FUNKY MONKEY BABYS キラキラ
FUNKY MONKEY BABYS ラブレター
FUNKY MONKEY BABYS アワービート
FUNKY MONKEY BABYS そのまんま東へ
FUNKY MONKEY BABYS ALWAYS
FUNKY MONKEY BABYS ちっぽけな勇気
FUNKY MONKEY BABYS モーニングショット
FUNKY MONKEY BABYS Lovin' Life
FUNKY MONKEY BABYS あなたへ
FUNKY MONKEY BABYS ナツミ
FUNKY MONKEY BABYS 風
FUNKY MONKEY BABYS 明日へ
FUNKY MONKEY BABYS 涙
FUNKY MONKEY BABYS あとひとつ
FUNKY MONKEY BABYS 西日と影法師
FUNKY MONKEY BABYS One
FUNKY MONKEY BABYS ランウェイ☆ビート
FUNKY MONKEY BABYS ぼくはサンタクロース
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歌手名（50音順） 曲名
FUNKY MONKEY BABYS 大丈夫だよ
FUNKIST ft.
FUNKIST Snow fairy
Funta 顔でかーい
ファンタズム(FES cv.榊原ゆい) 刻司ル十二ノ盟約
Fear,and Loathing in Las Vegas Chase the Light!
the FIELD OF VIEW 君がいたから
the FIELD OF VIEW 突然
the FIELD OF VIEW DAN DAN 心魅かれてく
FictionJunction stone cold
FictionJunction Parallel Hearts
FictionJunction 時の向こう 幻の空
FictionJunction KAORI 花守の丘
FictionJunction YUUKA 暁の車
FictionJunction YUUKA 焔の扉
FictionJunction YUUKA Silly-Go-Round
FictionJunction YUUKA 荒野流転
FictionJunction YUUKA nowhere
V6 愛なんだ
V6 WAになっておどろう
V6 Can do! Can go!
V6 over
V6 Feel your breeze
V6 HONEY BEAT
V6 CHANGE THE WORLD
V6 way of life
V6 Darling
V6 ありがとうのうた
V6 Brand-New World
V6 スピリット
V6 Believe
フィニアン(梶裕貴) 完全無欠超絶技巧庭師
5050 Jungle P
フィンガー5 恋のダイヤル6700(シックス・セブン・オー・オー)
フィンガー5 個人授業
フィンガー5 学園天国
ふうか/ワンワン ぐるぐるどっか～ん!
風味堂 クラクション・ラヴ ～ONIISAN MOTTO GANBATTE～
風味堂 ナキムシのうた
Fairies More Kiss
飛蘭 Last vision for last
飛蘭 本能のDOUBT
飛蘭 螺旋、或いは聖なる欲望。
飛蘭 Errand
飛蘭 mind as Judgment
飛蘭 Blood teller
Fayray Baby if,
Fayray tears
フェロ☆メン 懺悔室
FENCE OF DEFENSE セイラ ～SARA～
ザ・フォーク・クルセダーズ 悲しくてやりきれない
ザ・フォーク・クルセダーズ 帰って来たヨッパライ
ザ・フォーク・クルセダーズ イムジン河
フォー・セインツ 小さな日記
Folder5 Believe
Folder5 Ready!
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歌手名（50音順） 曲名
深川和美・畑儀文 シャキーン!のテーマ
ふきのとう 白い冬
ふきのとう 春雷
ふきのとう 風来坊
ふきのとう やさしさとして想い出として
ふくい舞 いくたびの櫻
福井舞 アイのうた
福圓美里、千葉紗子、名塚佳織、沢城みゆき、田中理恵、園崎未
恵、野川さくら、斎藤千和、小清水亜美、門脇舞以、仲井絵里香

ブックマーク ア・ヘッド

福岡県民謡 黒田節
福岡県民謡 九州炭坑節
福岡ソフトバンクホークス with AAA いざゆけ若鷹軍団 2007
福田舞 天使のゆびきり
福原遥 ワクワク キッチンカーニバル
福原遥 レッツクッキン!
福原遥 ミラクル☆メロディハーモニー
福原遥 キッチンはマイステージ
福原美穂 LOVE ～winter song～
福原美穂 LET IT OUT
福原美穂 ひまわり
福原美穂 優しい赤
福耳 星のかけらを探しに行こう Again
福耳 惑星タイマー
福山雅治 IT'S ONLY LOVE
福山雅治 恋人
福山雅治 MELODY
福山雅治 All My Loving
福山雅治 Good night
福山雅治 遠くへ
福山雅治 追憶の雨の中
福山雅治 Message
福山雅治 泣いたりしないで
福山雅治 RED×BLUE
福山雅治 HELLO
福山雅治 Heart
福山雅治 you
福山雅治 Peach!!
福山雅治 東京
福山雅治 milk tea
福山雅治 美しき花
福山雅治 あの夏も 海も 空も
福山雅治 Heaven
福山雅治 THE EDGE OF CHAOS ～愛の一撃～
福山雅治 Squall
福山雅治 桜坂
福山雅治 東京にもあったんだ
福山雅治 春夏秋冬
福山雅治 明日へのマーチ
福山雅治 Gang★
福山雅治 蜜柑色の夏休み
福山雅治 fighting pose
福山雅治 家族になろうよ Wedding Ver.
福山雅治 虹
福山雅治 ひまわり
福山雅治 それがすべてさ
福山雅治 虹 ～もうひとつの夏～
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歌手名（50音順） 曲名
福山雅治 IT'S ONLY LOVE〈ANOTHER WORKS VERSION〉
福山雅治 想 -new love new world-
福山雅治 明日の☆SHOW
福山雅治 青春の影
福山雅治 飾りじゃないのよ 涙は
福山雅治 秋桜
福山雅治 ルビーの指環
福山雅治 勝手にしやがれ
福山雅治 Good Luck
福山雅治 化身
福山雅治 道標
福山雅治 KISSして
福山雅治 最愛
福山雅治 群青 -ultramarine-
福山雅治 ながれ星
福山雅治 幸福論
福山雅治 18 -eighteen-
福山雅治 旅人
福山雅治 はつ恋
福山雅治 少年
福山雅治 蛍
福山雅治 心color ～a song for the wonderful year～
福山雅治 石塊のプライド
福山雅治 道標 2010
福山雅治 家族になろうよ
福山芳樹 キングゲイナー・オーバー!
福山芳樹 真赤な誓い
藤あや子 雨夜酒
藤あや子 こころ酒
藤あや子 むらさき雨情
藤あや子 花のワルツ
藤あや子 おんな
藤あや子 女のまごころ
藤あや子 曼珠沙華
藤あや子 まごころの花
藤井隆 ナンダカンダ
藤井フミヤ TRUE LOVE
藤井フミヤ Another Orion
藤岡藤巻と大橋のぞみ 崖の上のポニョ
藤木直人 HEY! FRIENDS
藤圭子 圭子の夢は夜ひらく
藤圭子 京都から博多まで
藤圭子 新宿の女
藤圭子 命預けます
藤浩一/メール・ハーモニー レッツゴー!!ライダーキック
藤浩一/メール・ハーモニー 仮面ライダーのうた
藤澤ノリマサ 桜の歌(チャイコフスキー/くるみ割り人形)
藤澤ノリマサ 希望の歌 ～交響曲第九番～
藤島桓夫 お月さん今晩は
藤島桓夫 かえりの港
不二周助 Black Rain
不二周助 瞳を閉じて 心のまま 僕は君を想う
藤田淑子(藤田とし子) ねえ!ムーミン
藤谷美和子/大内義昭 愛が生まれた日
藤田麻衣子 恋に落ちて
藤田麻衣子 この白い雪と

140



歌手名（50音順） 曲名
藤田麻衣子 今でもあなたが
藤田麻衣子 運命の人
藤田麻衣子 二人の彼
藤田麻衣子 君が手を伸ばす先に
藤田麻衣子 金魚すくい
藤田麻衣子 水風船
フジファブリック 茜色の夕日
フジファブリック 陽炎
フジファブリック 赤黄色の金木犀
フジファブリック 銀河
フジファブリック 虹
フジファブリック 夜明けのBEAT
フジファブリック 若者のすべて
フジファブリック Sugar!!
藤本房子 パタリロ!
藤本美貴 ロマンティック 浮かれモード
藤森慎吾とあやまんJAPAN 失恋ベイビー
藤森慎吾とあやまんJAPAN 夏あげモーション
藤原浩 リラの花咲く港町
藤原浩 北国の赤い花
藤原浩 灯(ともしび)
藤原誠 マクロス
藤原誠 ランナー
藤原鞠菜 Daydream Syndrome
布施明 シクラメンのかほり
布施明 恋
布施明 積木の部屋
布施明 そっとおやすみ
布施明 愛の園
布施明 これが青春だ
布施明 君は薔薇より美しい
二葉百合子 九段の母
腐男塾 同じ時代に生まれた若者たち
腐男塾 勝つんだ!
渕崎ゆり子 ずいずいずっころばし
プッチモニ ちょこっとLOVE
プッチモニ ぴったりしたいX'mas!
舟木一夫 燃えよドラゴンズ!'99
舟木一夫 船頭小唄
舟木一夫 初恋
F・MAP 走れマキバオー
fumika アオイトリ
+Plus Fiesta
+Plus キャンバス
Plastic Tree みらいいろ
Plastic Tree 真っ赤な糸
ブラック☆スター(小林由美子)&椿(名塚佳織) マイ☆スター
ブラックダイヤモンズ BLACK DIAMOND〈メジャー・バージョン〉
ブラックダイヤモンズ BLACK DIAMOND〈インディーズ・バージョン〉
BLACK BISCUITS Timing
Prague バランスドール
Prague Light Infection
FLOWER Still
フランク永井 君恋し
フラン(國立幸) Special illusion
フランス(CV:小野坂昌也) トレビアンな俺に抱かれ
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歌手名（50音順） 曲名
フランス(CV:小野坂昌也) 立派 やっぱ パリ♪
flumpool MW ～Dear Mr. & Ms. ピカレスク～
flumpool 残像
flumpool two of us
flumpool labo
flumpool Over the rain ～ひかりの橋～
ブリーフ&トランクス コンビニ
ブリーフ&トランクス 石焼イモ
ブリーフ&トランクス ペチャパイ
ブリーフ&トランクス 小フーガハゲ短調
FLIPPER'S GUITAR 恋とマシンガン [Young,Alive,in Love]
FLiP カートニアゴ
FLiP カートニアゴ(よりぬき銀魂さん Ver.)
fripSide Heaven is a Place on Earth
fripSide future gazer
fripSide everlasting
fripSide LEVEL5 -judgelight-(TV size)
fripSide LEVEL5 -judgelight-
fripSide memory of snow
fripSide only my railgun
プリマベーラ HOME MADE HAPPY
the brilliant green There will be love there ～愛のある場所～
the brilliant green 冷たい花
the brilliant green そのスピードで
the brilliant green 愛の 愛の星
the brilliant green Hello Another Way -それぞれの場所-
the brilliant green Stand by me
the brilliant green angel song -イヴの鐘-
the brilliant green Ash Like Snow
FURIL(氷上恭子/宮村優子/野上ゆかな) 夢見る愛天使
プリングミン This world is yours
PRINCESS PRINCESS OH YEAH!
PRINCESS PRINCESS M
PRINCESS PRINCESS DIAMONDS〈ダイアモンド〉
PRINCESS PRINCESS パパ
PRINCESS PRINCESS パレードしようよ
PRINCESS PRINCESS ジュリアン
PRINCESS PRINCESS 友達のまま
PRINCESS PRINCESS 19 GROWING UP -ode to my buddy-
PRINCESS PRINCESS 恋に落ちたら
PRINCESS PRINCESS GET CRAZY!
古内東子 誰より好きなのに
blue drops(吉田仁美&イカロス(早見沙織)) ハートの確率(Main Vocal Hitomi)
blue drops(吉田仁美&イカロス(早見沙織)) Ring My Bell
THE BLUE HEARTS ラブレター
THE BLUE HEARTS 青空
THE BLUE HEARTS 首つり台から
THE BLUE HEARTS 人にやさしく
THE BLUE HEARTS キスして欲しい[トゥー・トゥー・トゥー]
THE BLUE HEARTS リンダ リンダ
THE BLUE HEARTS TRAIN-TRAIN
THE BLUE HEARTS 情熱の薔薇
THE BLUE HEARTS 夢
THE BLUE HEARTS 終わらない歌
THE BLUE HEARTS TOO MUCH PAIN
THE BLUE HEARTS 旅人
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歌手名（50音順） 曲名
THE BLUE HEARTS 1000のバイオリン
THE BLUE HEARTS 少年の詩
THE BLUE HEARTS 僕の右手
THE BLUE HEARTS 夕暮れ
THE BLUE HEARTS NO NO NO
THE BLUE HEARTS ダンス・ナンバー
THE BLUE HEARTS 未来は僕等の手の中
THE BLUE HEARTS 電光石火
THE BLUE HEARTS ロクデナシ
THE BLUE HEARTS ハンマー[48億のブルース]
THE BLUE HEARTS 星をください
THE BLUE HEARTS 君のため
THE BLUE HEARTS チェインギャング
THE BLUE HEARTS 月の爆撃機
THE BLUE HEARTS シャララ
THE BLUE HEARTS 英雄にあこがれて
THE BLUE HEARTS 1001のバイオリン
THE BLUE HEARTS チェルノブイリ
THE BLUE HEARTS 世界のまん中
プルタブと缶 Wonderful days
ブルック(チョー) 幸せの黒いハンカチ
古手梨花(田村ゆかり) 無限回廊
BREAKERZ 光
BREAKERZ 月夜の悪戯の魔法
BREAKERZ Everlasting Luv
ブレイブバトルウォーリアーズ【劉備ガンダム〔CV:梶裕貴〕、関
羽ガンダム〔CV:安元洋貴〕、張飛ガンダム〔CV:加藤将之〕、曹
操ガンダム〔CV:乃村健次〕、孫権ガンダム〔CV:島崎信長〕】

Justice・伝説を刻め!

ブレッスンフォー/東京放送児童合唱団 ぞうさんのあくび
フレンズ 泣いてもいいですか
フレンズ Dear Friends -友へ-
Friends secret base ～君がくれたもの～
フレンチ・キス 最初のメール
フレンチ・キス カッコ悪い I love you!
フレンチ・キス ずっと 前から
フレンチ・キス ある秋の日のこと
フレンチ・キス 口移しのチョコレート
plenty 人との距離のはかりかた
プロイセン(CV:高坂篤志) 俺様による俺様の為の俺様の歌
プロイセン(CV:高坂篤志) Mein Gott!〈俺様最高!バンドVer.〉
FLOW GO!!!
FLOW DAYS
FLOW Re:member
FLOW COLORS
FLOW Answer
FLOW ありがとう
FLOW WORLD END
FLOW 贈る言葉
FLOW Hey!!!
FLOW 流星
FLOW Realize
FLOW CALLING
FLOW 1/3の純情な感情
FLOW Sign
ザ・ブロード・サイド・フォー 若者たち
Project D.M.M. Spirit(スピリット)
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歌手名（50音順） 曲名
Project D.M.M. ウルトラマンコスモス ～君にできるなにか
Project DMM with ウルトラ防衛隊 ウルトラマンメビウス
frontier stars Merry Christmas without You
ぶんけかな おっぱいがいっぱい
ベアトリーチェ(大原さやか) チェイン
ザ・ベイスターズ 熱き星たちよ
Hey! Say! JUMP Ultra Music Power
Hey! Say! JUMP Dreams come true
Hey! Say! JUMP Your Seed
Hey! Say! JUMP 冒険ライダー
Hey! Say! JUMP Magic Power
Hey! Say! JUMP 真夜中のシャドーボーイ
Hey! Say! JUMP スクール革命
Hey! Say! JUMP Deep night 君思う
Hey! Say! JUMP Chance to Change
Hey! Say! JUMP 瞳のスクリーン
Hey! Say! JUMP DREAMER
Hey! Say! JUMP INFINITY
Hey! Say! JUMP 情熱JUMP
Hey! Say! JUMP すまいるそんぐ
Hey! Say! JUMP Memories
Hey! Say! JUMP Time
Hey! Say! JUMP Score
Hey! Say! JUMP アイ☆スクリーム
Hey! Say! JUMP Dash!!
Hey! Say! JUMP Thank You ～僕たちから君へ～
Hey! Say! JUMP 「ありがとう」～世界のどこにいても～
Hey! Say! JUMP FLY
Hey! Say! JUMP 愛ing -アイシテル-
Hey! Say! JUMP Born in the EARTH
Hey! Say! JUMP スノウソング
Hey! Say! JUMP 二人掛けの場所
Hey! Say! JUMP 眠リノ森
Hey! Say! JUMP BE ALIVE
Hey! Say! JUMP Star Time
Hey! Say! 7 Hey! Say!
Hey! Say! 7 BON BON
Hey! Say! 7 GET!!
Hey! Say! 7 輝きデイズ
Hey! Say! 7 ガンバレッツゴー!
Hey! Say! 7 ユー・ガッタ・モール
Hey! Say! 7 Iをくれ
Hey! Say! BEST スクールデイズ
Hey! Say! BEST Screw
ザ・ベイビースターズ ヒカリへ
ザ・ベイビースターズ SUNDAY
平和勝次とダークホース 宗右衛門町ブルース
Base Ball Bear Stairway Generation
Base Ball Bear ドラマチック
Base Ball Bear changes
ペギー葉山 学生時代
ペギー葉山 南国土佐を後にして
ペギー葉山 切手のないおくりもの
ペギー葉山 夜明けのメロディー
ヘキサゴンオールスターズ 泣いてもいいですか
ヘキサゴンオールスターズ 僕らには翼がある ～大空へ～〈合唱〉
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歌手名（50音順） 曲名
碧陽学園生徒会(本多真梨子/斉藤佑圭/富樫美鈴/堀中優希) Treasure
碧陽学園生徒会(本多真梨子/斉藤佑圭/富樫美鈴/堀中優希) 妄想☆ふぇてぃっしゅ!
BES オードリー feat.KENTY GROSS
pe'zmoku ギャロップ
ベッキー♪♯ 冬空のLove Song
ベッキー♪♯ 風のしらべ
ベッキー♪♯ エメラルド
ベッキー♪♯ 好きだから
ベッキー♪♯ 心こめて
ベッキー(&ポケパークKIDS合唱団) ハロー! サンキュー!
ベッツィ&クリス 白い色は恋人の色
ペドロ&カプリシャス ジョニィへの伝言
ペドロ&カプリシャス 五番街のマリーへ
BENI 好きだから。
BENI サイン
BENI ユラユラ
BENI 恋焦がれて
BENI ずっと二人で
BENI もう二度と…
BENI Kiss Kiss Kiss
BENNIE K Dreamland
BENNIE K モノクローム
BENNIE K サンライズ
PENICILLIN ロマンス
Berryz工房 ギャグ100回分愛してください
Berryz工房 スッペシャル ジェネレ～ション
Berryz工房 シャイニング パワー
Berryz工房 ヒロインになろうか!
Berryz工房 本気ボンバー!!
Berryz工房 雄叫びボーイ WAO!〈スパークVer.〉
Berryz工房 雄叫びボーイ WAO!
Berryz工房 青春バスガイド
Berryz工房 ライバル
Berryz工房 流星ボーイ
Berryz工房 VERY BEAUTY
Berryz工房 付き合ってるのに片思い
Berryz工房 抱きしめて 抱きしめて
VELTPUNCH CRAWL
ベルフェゴール(藤原祐規) bloody prince
ベルフェゴール(藤原祐規) 嵐の王子
ヘレン笹野 心細いな
PENGIN 世界に一人のシンデレラ feat.U
PENGIN 世界に一人のシンデレラ
PENGIN オレポーズ ～俺なりのラブソング～
PENGIN 朝 ANSWER
BoA メリクリ
BoA DO THE MOTION
BoA キミのとなりで
BoA VALENTI
BoA Amazing Kiss
BoA 奇蹟
BoA 七色の明日 ～brand new beat～
BoA Winter Love
BoA 気持ちはつたわる
BoA LISTEN TO MY HEART
BoA Every Heart -ミンナノキモチ-
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歌手名（50音順） 曲名
BoA be with you.
BoA Shine We Are!
BoA コノヨノシルシ
BoA 永遠
BoA w/z SOUL'd OUT LA・LA・LA LOVE SONG
voyager すすめ!ウルトラマンゼロ
ボイジャー feat. ウルトラマンゼロ キラメク未来
Voice 24時間の神話
PointFive(.5) Select me
PointFive(.5) COLOUR
BOOWY B・BLUE
BOOWY 季節が君だけを変える
BOOWY MARIONETTE -マリオネット-
BOOWY ONLY YOU
BOOWY わがままジュリエット
BOOWY CLOUDY HEART
BOOWY IMAGE DOWN
BOOWY NO N.Y.
BOOWY Dreamin'
BOOWY ホンキー・トンキー・クレイジー
BOOWY BAD FEELING
BOOWY ハイウェイに乗る前に
BOOWY Justy
BOOWY LONGER THAN FOREVER
BOOWY MEMORY
BOOWY INSTANT LOVE
BOOWY "16"
BOOWY SUPER-CALIFRAGILISTIC-EXPIARI-DOCIOUS
BOOWY BEAT SWEET
BOOWY WORKING MAN
BOOWY CLOUDY HEART〈Single Version〉
BOOWY MARIONETTE〈Single Version〉
BOOWY NO. NEW YORK〈12inch Single Version〉
BOOWY 季節が君だけを変える〈Single Version〉
放課後ティータイム Unmei♪wa♪Endless!
放課後ティータイム GO! GO! MANIAC
放課後ティータイム Listen!!
放課後ティータイム Utauyo!!MIRACLE
放課後ティータイム NO,Thank You!
放課後ティータイム ごはんはおかず
放課後ティータイム U&I
放課後ティータイム Girls in Wonderland
放課後ティータイム キラキラDays
放課後ティータイム いちごパフェが止まらない
放課後ティータイム Honey sweet tea time
放課後ティータイム 五月雨20ラブ
放課後ティータイム ときめきシュガー
放課後ティータイム 冬の日
放課後ティータイム 放課後ティータイム
放課後ティータイム ふわふわ時間「Cassette Mix」(#23「放課後!」Mix)
放課後ティータイム わたしの恋はホッチキス「Cassette Mix」(#23「放課後!」Mix)
放課後ティータイム ふでペン ～ボールペン～「Cassette Mix」(#23「放課後!」Mix)
放課後ティータイム カレーのちライス「Cassette Mix」(#23「放課後!」Mix)
放課後ティータイム カレーのちライス〈唯MainVo.〉
放課後ティータイム わたしの恋はホッチキス〈唯&澪MainVo.〉
放課後ティータイム ふでペン ～ボールペン～〈唯MainVo.〉

146



歌手名（50音順） 曲名
放課後ティータイム ふわふわ時間〈唯MainVo.〉
放課後ティータイム Cagayake!GIRLS〈5人Ver.〉
放課後ティータイム Don't say"lazy"〈5人Ver.〉
放課後ティータイム Genius…!?
放課後ティータイム Our MAGIC
放課後ティータイム 桜が丘女子高等学校校歌〈Rock Ver.〉
放課後ティータイム ぴゅあぴゅあはーと
放課後ティータイム 天使にふれたよ!
BOWL 99%
BOWL ティアドロップ
BOYSTYLE ココロのちず
ホーク・ウィングス いざゆけ若鷹軍団 ～福岡ソフトバンクホークス応援歌 '05～
Buono! 雑草のうた
Buono! Our Songs
Buono! MY BOY
Buono! Take It Easy!
Buono! ホントのじぶん
Buono! 恋愛 ライダー
Buono! Kiss! Kiss! Kiss!
Buono! みんなだいすき
Buono! ガチンコでいこう!
Buono! ロッタラ ロッタラ
Buono! co・no・mi・chi
Buono! こころのたまご
HOME MADE 家族 サルビアのつぼみ
HOME MADE 家族 君がくれたもの
HOME MADE 家族 流れ星 ～Shooting Star～
HOME MADE 家族 NO RAIN NO RAINBOW
HOME MADE 家族 サンキュー!!
HOME MADE 家族 ぬくもり
HOME MADE 家族 FREEDOM
HOME MADE 家族 FREEDOM(NARUTO-ナルト-疾風伝 Ending Ver.)
ポケット ビスケッツ YELLOW YELLOW HAPPY
ポケット ビスケッツ Red Angel
ポケット ビスケッツ Power
ポケモンキッズ&オーキド博士(+ピカチュウ) ピカピカまっさいチュウ
ポケモンキッズ/ポケモンママさん(+ピカチュウ) なつやすみファンクラブ
星泉 セーラー服と機関銃
保志総一朗 Shining Tears
保志総一朗(キラ・ヤマト) 今 この瞬間がすべて
ほしな歌唄(水樹奈々) 迷宮バタフライ
ほしな歌唄(水樹奈々) Heartful Song
ほしな歌唄(水樹奈々) 太陽が似合うよ
ほしな歌唄(水樹奈々) Blue Moon
星村麻衣 桜日和
星村麻衣 regret
星村麻衣 ひかり
細川たかし 佐渡の恋唄
細川たかし 北酒場
細川たかし ゆきずり
細川たかし 浪花節だよ人生は
細川たかし 矢切の渡し
細川たかし 望郷じょんから
細川たかし 心のこり
細川たかし 港夜景
細川たかし 北緯五十度
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歌手名（50音順） 曲名
北海道民謡 ソーラン節
POSSIBILITY sanagi
布袋寅泰 さらば青春の光
BONNIE PINK It's gonna rain!
BONNIE PINK A Perfect Sky
BONNIE PINK Water Me
BONNIE PINK Last Kiss
ほね組 from AKB48 ほねほねワルツ
ボビー 炎のたからもの
ホフディラン スマイル
ほぼ日P 行きます! カラオケ一曲目
堀内孝雄 愛しき日々
堀内孝雄 君のひとみは10000ボルト
堀内孝雄 遠くで汽笛を聞きながら〈ゴスペル・バージョン〉
堀江淳 メモリーグラス
堀江美都子 あかるいサザエさん
堀江美都子 さとうきび畑
堀江美都子 サザエさんのうた
堀江美都子/こおろぎ'73 君がいるから
堀江由衣 Love Destiny
堀江由衣 インモラリスト
堀江由衣 PRESENTER
堀江由衣 ヒカリ
堀江由衣 バニラソルト
堀江由衣 silky heart
堀江由衣 with UNSCANDAL スクランブル
堀川亮(ベジータ) ベジータ様のお料理地獄!! ～「お好み焼き」の巻～
堀光一路 シャアが来る
堀ちえみ リ・ボ・ン
堀ちえみ 潮風の少女
ポルノグラフィティ 黄昏ロマンス
ポルノグラフィティ ネオメロドラマティック
ポルノグラフィティ ROLL
ポルノグラフィティ アゲハ蝶
ポルノグラフィティ 狼
ポルノグラフィティ ジョバイロ
ポルノグラフィティ ハネウマライダー
ポルノグラフィティ アポロ
ポルノグラフィティ Winding Road
ポルノグラフィティ ヴォイス
ポルノグラフィティ 幸せについて本気出して考えてみた
ポルノグラフィティ Mugen
ポルノグラフィティ リンク
ポルノグラフィティ Century Lovers
ポルノグラフィティ サウダージ
ポルノグラフィティ マシンガントーク
ポルノグラフィティ サボテン
ポルノグラフィティ オレ、天使
ポルノグラフィティ 空想科学少年
ポルノグラフィティ あなたがここにいたら
ポルノグラフィティ 痛い立ち位置
ポルノグラフィティ ギフト
ポルノグラフィティ ミュージック・アワー
ポルノグラフィティ 渦
ポルノグラフィティ ワンモアタイム
ポルノグラフィティ パレット
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歌手名（50音順） 曲名
ポルノグラフィティ ラック
ポルノグラフィティ 音のない森
ポルノグラフィティ メリッサ
ポルノグラフィティ 愛が呼ぶほうへ
ポルノグラフィティ シスター
ポルノグラフィティ ラビュー・ラビュー
ポルノグラフィティ ライン
ポルノグラフィティ 横浜リリー
ポルノグラフィティ まほろば○△
ポルノグラフィティ 今宵、月が見えずとも
ポルノグラフィティ ヴィンテージ
ポルノグラフィティ カルマの坂
ポルノグラフィティ うたかた
ポルノグラフィティ Love,too Death,too
ポルノグラフィティ この胸を、愛を射よ
ポルノグラフィティ アニマロッサ
ポルノグラフィティ ネガポジ
ポルノグラフィティ IN THE DARK
ポルノグラフィティ MONSTER
ポルノグラフィティ 君は100%
ポルノグラフィティ EXIT
ポルノグラフィティ Regret
BORO 大阪で生まれた女
BORO 大阪で生まれた男
Whiteberry かくれんぼ
Whiteberry 通学路
Whiteberry めざせポケモンマスター
BON'Z ありがとう～
本田美奈子 Oneway Generation
本田美奈子 1986年のマリリン
本田美奈子 つばさ
本田美奈子 Temptation ～誘惑～
本田美奈子 ナージャ!!
本田美奈子 風のうた
本田美奈子. アメイジング・グレイス
雪洞(cv豊崎愛生)・鬼灯(cv堀江由衣)&花桐丸竜(cv梶裕貴) 純情マスカレイド
Bon-Bon Blanco BON VOYAGE!
本間芽衣子(CV.茅野愛衣) 安城鳴子(CV.戸松遥) 鶴見知利子(CV.早
見沙織)

secret base～君がくれたもの～(10 years after Ver.)

MARs 春音あいら・天宮りずむ・高峰みおん(CV.阿澄佳奈・原紗友
里・片岡あづさ)

めらめらハートが熱くなる

marble さくらさくら咲く ～あの日君を待つ 空と同じで～
marble 青空loop
舞花 心
マイク眞木 バラが咲いた
まいける&はなか 学校へ行こう
真依子・サキタハヂメ シャキーン!の木
マイ・ペース 東京
My Little Lover Hello,Again ～昔からある場所～
My Little Lover DESTINY
My Little Lover 音のない世界
My Little Lover カラフル
前川清 愛がほしい
前川清 雪列車
前川清 花の時・愛の時
前川清 男と女の破片(かけら)
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歌手名（50音順） 曲名
前川清 神戸
前川清 ひまわり
前川清 恋唄
前川紘毅 ヒミツキチ
前川紘毅 僕の貯金箱
前田愛(声優) keep on
前田愛(声優) I wish
前田敦子 Flower
前田敦子 この胸のメロディー
前田敦子 頬杖とカフェ・マキアート
前田達也 ウルトラマンダイナ
前田亘輝 そばにいるよ
前野曜子 コブラ
前原圭一(保志総一朗)と大石蔵人(茶風林) 圭一・大石の噂の事件簿ABC
mao 茜空に願ふ
mao もしも☆パラダイス!
mao 君ノ記憶
マカ(小見川千明)&ソウル(内山昴輝) モーブ色のSympathy
真木ことみ おんなの時雨
真木ことみ 母の暦
真木ことみ 紅つばき
真木ことみ 酒の舟
真木ことみ 春よ来い
マキシマム ザ ホルモン What's up,people?!
マキシマム ザ ホルモン ROLLING1000tOON
マキシマム ザ ホルモン ロッキンポ殺し
マキシマム ザ ホルモン 爪爪爪
マキシマム ザ ホルモン 「F」
マキシマム ザ ホルモン maximum the hormone
マキシマム ザ ホルモン アカギ
マキシマム ザ ホルモン 恋のメガラバ
マキシマム ザ ホルモン ぶっ生き返す!!
マキシマム ザ ホルモン 糞ブレイキン脳ブレイキン・リリィー

マキシマム ザ ホルモン
チューチュー ラブリー ムニムニ ムラムラ プリンプリン ボロン ヌルル
レロレロ

マキシマム ザ ホルモン シミ
マキシマム ザ ホルモン 絶望ビリー
まきちゃんぐ 愛と星
牧野アンナ Love Song探して
牧野由依 オムナ マグニ
牧野由依 アムリタ
牧野由依 碧の香り
牧野由依 ウンディーネ
牧野由依 synchronicity
牧野由依 ユメノツバサ
槇原敬之 どんなときも。
槇原敬之 冬がはじまるよ
槇原敬之 雪に願いを
槇原敬之 ズル休み
槇原敬之 No.1
槇原敬之 もう恋なんてしない
槇原敬之 北風 ～君にとどきますように～
槇原敬之 彼女の恋人
槇原敬之 2つの願い
槇原敬之 SPY
槇原敬之 ANSWER
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歌手名（50音順） 曲名
槇原敬之 遠く遠く
槇原敬之 君は僕の宝物
槇原敬之 MILK
槇原敬之 三人
槇原敬之 どうしようもない僕に天使が降りてきた
槇原敬之 LOVE LETTER
槇原敬之 素直
槇原敬之 モンタージュ
槇原敬之 Hungry Spider
槇原敬之 花水木
槇原敬之 GREEN DAYS
槇原敬之 僕が一番欲しかったもの
槇原敬之 春よ、来い
槇原敬之 チキンライス

槇原敬之
どんなときも。 -アルバム「NORIYUKI MAKIHARA SYMPHONY
ORCHESTRA "cELEBRATION"」より-

槇原敬之 遠く遠く〈'06ヴァージョン〉
槇原敬之 どんなときも。'07
槇原敬之 世界に一つだけの花
槇原敬之 野に咲く花のように
槇原敬之 林檎の花
槇原敬之 LUNCH TIME WARS
槇原敬之 どんなときも。〈Renewed(version 4)〉
真木ひでと 雨の東京
牧村三枝子 みちづれ
牧村三枝子 友禅流し
牧村三枝子 夾竹桃(きょうちくとう)
真木柚布子(真木由布子) 酒とバラ
真木柚布子(真木由布子) 紫のマンボ
真木柚布子(真木由布子) 別離の雨
真木柚布子(真木由布子) ふられ上手
真木柚布子(真木由布子) 夢追い舟唄
真木柚布子(真木由布子) あかね空
真心ブラザーズ どか～ん
真心ブラザーズ サマーヌード
真崎ゆか Change Myself
真崎ゆか Last Kiss feat.KG
真咲よう子 越前 雪の宿
MAGIC PARTY エガオノマホウ
真島昌利 アンダルシアに憧れて
真城りま(矢作紗友里) いつかはロマンス
増位山太志郎 今度逢えたら
増位山太志郎 そんな女のひとりごと
増位山太志郎 そんなナイト・パブ
増位山太志郎 お店ばなし
増位山太志郎 男の背中
増位山太志郎 そんな夕子にほれました
増位山太志郎/日野美歌 大阪恋めぐり
増岡弘/佐久間レイ 生きてるパンをつくろう
増田有華 Stargazer
増山加弥乃&望月美寿々 イマドキ乙女
増山加弥乃 with ルビー&ラブラ Happy☆てぃんくる テレビサイズ
増山加弥乃 with ルビー&ラブラ Happy☆てぃんくる
町田義人 戦士の休息
町田よしと/コロムビアゆりかご会 宝島
松浦亜弥 渡良瀬橋(わたらせばし)
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歌手名（50音順） 曲名
松浦亜弥 LOVE涙色
松浦亜弥 100回のKISS
松浦亜弥 桃色片想い
松浦亜弥 Yeah!めっちゃホリディ
松浦亜弥 ドッキドキ! LOVE メール
松川未樹 恋が散る
MAX Give me a Shake
MAX 一緒に…
松熊由紀 ニャニュニョのてんきよほう
松坂慶子 愛の水中花
松崎しげる 愛のメモリー
松崎しげる 地平を駈ける獅子を見た
松澤由美 YOU GET TO BURNING
松下優也 Paradise
松下優也 Bird
松下優也 Trust Me
松島進一郎 心杖
松平健 マツケンサンバII
松平健 マツケンサンバI
松平健 マツケン・マハラジャ
松たか子 明日、春が来たら
松たか子 サクラ・フワリ
松たか子 夢のしずく
松たか子 みんなひとり
松たか子 桜の雨、いつか
松たか子 コイシイヒト
松たか子 きっと伝えて
松田聖子 きっと、また逢える…
松田聖子 天国のキッス
松田聖子 渚のバルコニー
松田聖子 野ばらのエチュード
松田聖子 裸足の季節
松田聖子 秘密の花園
松田聖子 ピンクのモーツァルト
松田聖子 風は秋色
松田聖子 風立ちぬ
松田聖子 天使のウィンク
松田聖子 Rock'n Rouge(ロックン ルージュ)
松田聖子 ボーイの季節
松田聖子 白いパラソル
松田聖子 ガラスの林檎
松田聖子 チェリーブラッサム
松田聖子 瞳はダイアモンド
松田聖子 小麦色のマーメイド
松田聖子 夏の扉
松田聖子 制服
松田聖子 瑠璃色の地球
松田聖子 SWEET MEMORIES
松田聖子 赤いスイートピー
松田聖子 ハートのイアリング
松田聖子 時間の国のアリス
松田聖子 時間旅行
松田聖子 Strawberry Time
松田聖子 青い珊瑚礁
松田聖子 旅立ちはフリージア
松田聖子 Pearl-White Eve
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歌手名（50音順） 曲名
松田聖子 大切なあなた
松田聖子 Only My Love
松田聖子 セイシェルの夕陽
松田聖子 ハートをRock
松田聖子 蒼いフォトグラフ
松田聖子 Canary
松田聖子 星空のドライブ
松田聖子 未来の花嫁
松田聖子 真冬の恋人たち
松田聖子 マイアミ午前5時
松田聖子 硝子のプリズム
松田聖子 赤い靴のバレリーナ
松田聖子 Eighteen
松田聖子 輝いた季節へ旅立とう
松田聖子 ボン・ボヤージュ
松田聖子 シェルブールは霧雨
松田聖子 特別な恋人
松田聖子 逢いたい
松田聖子 愛されたいの
松田聖子 花一色 ～野菊のささやき～
松田聖子 いくつの夜明けを数えたら
松田聖子 一千一秒物語
松田聖子 マンハッタンでブレックファスト
松田聖子 Romance
松田聖子 レモネードの夏
松谷祐子 ラムのラブソング
MATCHY with QUESTION? 目覚めろ!野性
松任谷由実 青春のリグレット
松任谷由実 DESTINY
松任谷由実 DOWNTOWN BOY
松任谷由実 守ってあげたい
松任谷由実 中央フリーウェイ
松任谷由実 ルージュの伝言
松任谷由実 SWEET DREAMS
松任谷由実 ひこうき雲
松任谷由実 BLIZZARD
松任谷由実 ダンデライオン ～遅咲きのたんぽぽ
松任谷由実 シンデレラ・エクスプレス
松任谷由実 海を見ていた午後
松任谷由実 ANNIVERSARY ～無限に CALLING YOU～
松任谷由実 あの日にかえりたい
松任谷由実 埠頭を渡る風
松任谷由実 リフレインが叫んでる
松任谷由実 翳りゆく部屋
松任谷由実 恋人がサンタクロース
松任谷由実 ロッヂで待つクリスマス
松任谷由実 真夏の夜の夢
松任谷由実 14番目の月
松任谷由実 Hello,my friend
松任谷由実 12月の雨
松任谷由実 瞳を閉じて
松任谷由実 GOOD LUCK AND GOOD BYE
松任谷由実 雨のステイション
松任谷由実 紙ヒコーキ
松任谷由実 やさしさに包まれたなら
松任谷由実 雨の街を
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歌手名（50音順） 曲名
松任谷由実 真珠のピアス
松任谷由実 DANG DANG
松任谷由実 カンナ8号線
松任谷由実 ベルベット・イースター
松任谷由実 魔法の鏡
松任谷由実 少しだけ片想い
松任谷由実 潮風にちぎれて
松任谷由実 ノーサイド
松任谷由実 輪舞曲
松任谷由実 ダイアモンドダストが消えぬまに
松任谷由実 春よ、来い
松任谷由実 まちぶせ
松任谷由実 最後の嘘
松任谷由実 青いエアメイル
松任谷由実 最後の春休み
松任谷由実 卒業写真
松任谷由実 時をかける少女
松任谷由実 朝陽の中で微笑んで
松任谷由実 冷たい雨
松任谷由実 ジャコビニ彗星の日
松任谷由実 瞳はダイアモンド
松任谷由実 「いちご白書」をもう一度
松任谷由実 Woman"Wの悲劇"より
松任谷由実 やさしさに包まれたなら〈Yumi Matsutoya with Yumi Arai〉
松任谷由実 あの日にかえりたい〈acoustic version〉
松任谷由実 スラバヤ通りの妹へ
松任谷由実 A HAPPY NEW YEAR
松任谷由実 卒業写真〈special track〉
松永俊彦 FLY HIGH
松橋未樹 destiny
松原健之 金沢望郷歌(かなざわぼうきょうか)
松原健之 雪〈シングルバージョン〉
松原健之 歌の旅びと
松原のぶえ おんなの出船
松原のぶえ 演歌みち
松原のぶえ 蛍
松原のぶえ なみだの棧橋
松原のぶえ 阿修羅海峡
松原のぶえ 雪挽歌
松原みき 真夜中のドア
松原みき THE WINNER
松前ひろ子 祝いしぐれ
松前ひろ子 萩みれん
松村和子 帰ってこいよ
松本伊代 センチメンタル・ジャーニー
松本伊代 時に愛は
松本英子 Squall
松本茂之 侍ジャイアンツ
松本潤(嵐) Yabai-Yabai-Yabai
松本潤(嵐) Come back to me
松本潤(嵐) Shake it!
松元環季 くっつけはっつけワンダーランド
松本梨香 チャレンジャー!!
松本梨香 めざせポケモンマスター
松本梨香 ライバル!
松本梨香 タイプ:ワイルド
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歌手名（50音順） 曲名
松本梨香 OK!
松本梨香 めざせポケモンマスター'98
松本梨香 OK! 2000
松本梨香 めざせポケモンマスター2001
松本梨香 ベストウイッシュ!
松山恵子 だから云ったじゃないの
松山恵子 未練の波止場
松山千春 窓
松山千春 時のいたずら
松山千春 夜明け
松山千春 旅立ち
松山千春 人生の空から(たびのそらから)
松山千春 卒業
松山千春 銀の雨
松山千春 季節の中で
松山千春 恋
松山千春 長い夜
松山千春 青春
松山千春 ふるさと
松山千春 大空と大地の中で
松山千春 かざぐるま
松山千春 君を忘れない
松山千春 君のために作った歌
松山千春 ピエロ
松山千春 青春II
松山千春 オホーツクの海
松山千春 初恋
摩天楼オペラ もう1人の花嫁
円広志 夢想花
円広志 ハートスランプ二人ぼっち
MANNA でてこいとびきりZENKAIパワー!
茉奈佳奈 いのちの歌
真夏竜/少年少女合唱団みずうみ ウルトラマン レオ
MAHO堂 おジャ魔女カーニバル!!
MAHO堂 DANCE! おジャ魔女
MAHO堂 おジャ魔女はココにいる
MAHO堂 おジャ魔女でBAN2
MAHO堂 声をきかせて
MAHO堂 ナ・イ・ショ・YO! おジャ魔女
麻帆良学園中等部2-A ハッピー☆マテリアル〈31人ver.TVサイズ〉
麻帆良学園中等部2-A(相坂さよ/明石裕奈/朝倉和美/綾瀬夕映/和泉
亜子/大河内アキラ)

ハッピー☆マテリアル

繭(cv.戸松遥)&柚子(cv.堀江由衣) 神サマといっしょ
黛ジュン 雲にのりたい
黛ジュン 恋のハレルヤ
黛ジュン 夕月
黛ジュン 天使の誘惑
黛ジュン 霧のかなたに
MARIA カナシミレンサ
マリア(CV:沢城みゆき) タイトルなんて自分で考えなさいな
MALICE MIZER ヴェル・エール ～空白の瞬間の中で～
MALICE MIZER au revoir
MALICE MIZER 月下の夜想曲
丸井ひとは(戸松遥) これでいいのか? ～はちゃめちゃライフ～
丸井ふたば(明坂聡美) ABCよりDEFっス!!
丸井ブン太 大切な人へ
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歌手名（50音順） 曲名
丸井みつば(高垣彩陽)、丸井ふたば(明坂聡美)、丸井ひとは(戸松遥) みっつ数えて大集合!
丸井みつば(高垣彩陽)、丸井ふたば(明坂聡美)、丸井ひとは(戸松遥) つよいするどいしょうがくせい
丸井みつば(高垣彩陽)、丸井ふたば(明坂聡美)、丸井ひとは(戸松遥) わが名は小学生
勝吉本酔虎隊 阪神タイガース酒飲み音頭2003
マルシア ふりむけばヨコハマ
マルシア Yours ～時のいたずら～
丸山圭子 どうぞこのまま
丸山隆平 ワンシャン・ロンピン
馬渡松子 さよならbyebye
馬渡松子 微笑みの爆弾
馬渡松子 デイドリーム ジェネレーション
馬渡松子 ホームワークが終わらない
manzo 続・溝ノ口太陽族
manzo 溝ノ口太陽族
萬Z(量産型) 日本ブレイク工業 社歌
MISIA 眠れぬ夜は君のせい
MISIA つつみ込むように・・・
MISIA 陽のあたる場所
MISIA キスして抱きしめて
MISIA THE GLORY DAY
MISIA BELIEVE
MISIA 忘れない日々
MISIA 愛しい人
MISIA It's just love
MISIA Everything〈JUNIOR+GOMI CLUB MIX〉
MISIA 果てなく続くストーリー
MISIA Escape
MISIA Everything
MISIA 名前のない空を見上げて
MISIA そばにいて...
MISIA 飛び方を忘れた小さな鳥
MISIA 星のように…
MISIA Everything〈Junior+Gomi Remix Radio Mix〉
MISIA 逢いたくていま
三笠優子 夫婦舟
三笠優子 夫婦橋
三笠優子 母ごころ
三笠優子 風の十三湊
三笠優子 のぞみ坂
三笠優子 春遠からじ
三門忠司 雨の大阪
三門忠司 百年坂
三門忠司 博多川
三門忠司 浪花川
三門忠司 雨降る波止場
三上茂子 旅愁(りょしゅう)
美川憲一 さそり座の女
美川憲一 釜山港へ帰れ
美川憲一 アカシア雨情
三木道三 Lifetime Respect
MIQ(MIO) エルガイム -Time for L-GAIM-
MIQ(MIO) ダンバイン とぶ
MIQ(MIO) みえるだろう バイストン・ウェル
MIQ(MIO) MEN OF DESTINY
未来玲可 海とあなたの物語
Mi-Ke 想い出の九十九里浜
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歌手名（50音順） 曲名
Mi-Ke ブルーライト ヨコスカ
御坂美琴(佐藤利奈) 超電磁少女Days
美郷あき Spread Wings.
美郷あき BLOOD QUEEN
三代沙也可 桜の川
三代沙也可 夢蕾
水木一郎 マジンガーZ
水木一郎 セタップ!仮面ライダーX
水木一郎 Zのテーマ
水木一郎 ルパン三世 愛のテーマ
水木一郎 ちょんまげマーチ
水木一郎 仮面ライダーストロンガーのうた
水木一郎 燃えよドラゴンズ! 2010
水木一郎 それいけ!ゾーキマン
水木一郎 燃えよドラゴンズ! ～球場合唱編
水樹奈々 純潔パラドックス
水樹奈々 ROMANCERS' NEO
水樹奈々 POWER GATE
水樹奈々 innocent starter
水樹奈々 ヒメムラサキ
水樹奈々 Take a shot
水樹奈々 WILD EYES
水樹奈々 POP MASTER
水樹奈々 NEXT ARCADIA
水樹奈々 DRAGONIA
水樹奈々 囚われのBabel
水樹奈々 アルビレオ
水樹奈々 UNBREAKABLE
水樹奈々 Stay Gold
水樹奈々 ETERNAL BLAZE
水樹奈々 Silent Bible
水樹奈々 UNCHAIN∞WORLD
水樹奈々 undercover
水樹奈々 ミュステリオン
水樹奈々 夏恋模様
水樹奈々 悦楽カメリア
水樹奈々 MARIA&JOKER
水樹奈々 夢幻
水樹奈々 天空のカナリア
水樹奈々 PHANTOM MINDS
水樹奈々 Don't be long
水樹奈々 十字架のスプレッド
水樹奈々 アオイイロ
水樹奈々 SECRET AMBITION
水樹奈々 MASSIVE WONDERS
水樹奈々 Orchestral Fantasia
水樹奈々 COSMIC LOVE
水樹奈々 Dancing in the velvet moon
水樹奈々 Astrogation
水樹奈々 Trickster
水樹奈々 Trinity Cross
水樹奈々 DISCOTHEQUE
水樹奈々 深愛
水樹奈々 BRAVE PHOENIX
水樹奈々 Tears' Night
水樹奈々 Gimmick Game
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歌手名（50音順） 曲名
水樹奈々 Heart-shaped chant
水樹奈々 Pray
Mr.Children innocent world
Mr.Children Replay
Mr.Children 君がいた夏
Mr.Children CROSS ROAD
Mr.Children Over
Mr.Children 抱きしめたい
Mr.Children 星になれたら
Mr.Children LOVE
Mr.Children my life
Mr.Children 名もなき詩
Mr.Children いつの日にか二人で
Mr.Children クラスメイト
Mr.Children 雨のち晴れ
Mr.Children Dance Dance Dance
Mr.Children Tomorrow never knows
Mr.Children 車の中でかくれてキスをしよう
Mr.Children Another Mind
Mr.Children フェイク
Mr.Children 旅立ちの唄
Mr.Children 僕が僕であるために
Mr.Children 花の匂い
Mr.Children fanfare
Mr.Low-D Back Love feat.詩音
水谷豊 カリフォルニア・コネクション
水谷豊 やさしさ紙芝居
水谷豊 カリフォルニア・コネクション -アルバム「TIME CAPSULE」より-
水田竜子 紅花の宿
水田竜子 女の色気はないけれど
水田竜子 風の宿
水田竜子 伊根の舟屋
水田竜子 国東みれん
水田竜子 霧の土讃線
水野佐彩 My Secret
水橋舞 風のメッセージ
ミス花子 河内のオッサンの唄
水原弘 君こそわが命
水森亜土/こおろぎ'73 ワイワイワールド
水森亜土/こおろぎ'73 アレアレアラレちゃん
水森かおり おしろい花
水森かおり 五能線
水森かおり 熊野古道(くまのこどう)
水森かおり 東尋坊
水森かおり ひとり薩摩路
水森かおり 尾道水道
水森かおり 輪島朝市
水森かおり 鳥取砂丘
水森かおり 釧路湿原
水森かおり 木曽路の女
水森かおり 二輪草
水森かおり 花
水森かおり 北上夜曲
水森かおり 港が見える丘
水森かおり 南国土佐を後にして
水森かおり 安芸の宮島
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歌手名（50音順） 曲名
水森かおり 釜山港へ帰れ
水森かおり 松島紀行
水森かおり 庄内平野 風の中
misono VS(ヴァーサス)
misono 0時前のツンデレラ
美空ひばり みだれ髪
美空ひばり ある女の詩
美空ひばり 川の流れのように
美空ひばり しのぶ
美空ひばり 塩屋崎(しおやみさき)
美空ひばり おまえに惚れた
美空ひばり 真赤な太陽
美空ひばり 愛燦燦
美空ひばり 人恋酒
美空ひばり 裏町酒場
美空ひばり 残侠子守唄
美空ひばり 龍馬残影
美空ひばり 舟唄
美空ひばり 風の流れに
美空ひばり 川の流れのように2000
美空ひばり ラヴ・イズ・オーヴァー
水田かおり 東京砂漠に咲いた花
三谷朋世 やさしい両手〈Japanese ver.〉
三田村邦彦 想い出の糸車
光岡昌美 last cross
みつき 夏のモンタージュ
観月ありさ ENGAGED
観月ありさ 星の果て
観月ありさ ヒトミノチカラ
MICKEY-T Tomorrow song(English ver.)
ミッチーとチャタラーズ 緑の陽だまり
三ツ橋けんじ カラオケ流し
皆川おさむとひばり児童合唱団 ケロ猫のタンゴ
皆川純子(ミケル) 翼を抱いて
南明奈のスーパーマイルドセブン I Believe ～夢を叶える魔法の言葉～
南かなこ もくれん
南かなこ しのび駒
南かなこ 雨のミッドナイトステーション
南果歩/島本須美 夕日にむかって
南こうせつ 夢一夜
南沙織 色づく街
南沙織 潮風のメロディー
南沙織 17才
南野陽子 楽園のDoor
南野陽子 吐息でネット
南野陽子 話しかけたかった
南野陽子 秋からも、そばにいて
南野陽子 はいからさんが通る
南野陽子 悲しみモニュメント
南春香(佐藤利奈)/南夏奈(井上麻里奈)/南千秋(茅原実里) ココロノツバサ
南春香(佐藤利奈)/南夏奈(井上麻里奈)/南千秋(茅原実里) 経験値速上々↑↑
南春香(佐藤利奈)/南夏奈(井上麻里奈)/南千秋(茅原実里) 絶対カラフル宣言
南春香(佐藤利奈)/南夏奈(井上麻里奈)/南千秋(茅原実里) カラフルDAYS
南春香(佐藤利奈)/南夏奈(井上麻里奈)/南千秋(茅原実里) 経験値上昇中☆
南佳孝 モンロー・ウォーク
南佳孝 スローなブギにしてくれ
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歌手名（50音順） 曲名
ミニハムず(ミニモニ。) ミニハムずの愛の唄
ミニモニ。 ミニモニ。テレフォン!リンリンリン
ミニモニ。 ミニモニ。ジャンケンぴょん!
ミニモニ。 ロックンロール県庁所在地 ～おぼえちゃいなシリーズ～
三音英二 釜ヶ崎人情
三橋美智也 あの娘が泣いてる波止場
mihimaru GT 恋する気持ち
mihimaru GT 気分上々↑↑
mihimaru GT ギリギリHERO
mihimaru GT エボ★レボリューション
mihimaru GT Love is...
mihimaru GT 幸せになろう
mihimaru GT マスターピース
三船和子 だんな様
宮内タカユキ 仮面ライダーBLACK RX
宮内洋/ザ・スウィンガーズ 戦え!仮面ライダーV3
みやけマン なんかいっすー 1ばん
都はるみ 小樽運河
都はるみ 夫婦坂
都はるみ 北の宿から
都はるみ 道頓堀川
都はるみ おんなの海峡
都はるみ 東京セレナーデ
都はるみ 古都逍遥
都はるみ 大阪しぐれ
都はるみ 千年の古都
都はるみ 浮草ぐらし
都はるみ 花はあなたの肩に咲く
都はるみ 小さな春
都はるみ 大阪ふたり雨
都はるみ/岡千秋 浪花恋しぐれ
都はるみ/宮崎雅 ふたりの大阪
宮崎歩 Break up!
宮崎歩 brave heart
宮崎歩 Beat Hit!
宮崎吐夢 バスト占いのうた
宮沢和史 with 久石譲 旅立ちの時 ～Asian Dream Song～
宮史郎 片恋酒
宮史郎とぴんからトリオ 女のねがい
宮史郎とぴんからトリオ 女のみち
宮永咲(植田佳奈)・原村和(小清水亜美)・片岡優希(釘宮理恵)・染谷
まこ(白石涼子)・竹井久(伊藤静)

熱烈歓迎わんだーらんど

宮野真守 DREAM FIGHTER
宮野真守 ヒカリ、ヒカル
宮野真守 オルフェ
宮野真守 REFRAIN
宮野真守 蒼ノ翼
宮野真守 Discovery
雅-MIYAVI-(雅-miyavi-) 結婚式の唄 ～季節はずれのウェディングマーチ～
雅-MIYAVI-(雅-miyavi-) 咲き誇る華の様に -Neo Visualizm-
宮藤芳佳(福圓美里)&坂本美緒(世戸さおり) Over Sky
三山ひろし 女に生まれて
三山ひろし 酔待ち酒場
三山ひろし ダンチョネ港町
三山ひろし 祝い船
三山ひろし 奥飛騨慕情
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歌手名（50音順） 曲名
三山ひろし 人恋酒場
宮本佳那子 キラキラしちゃって My True Love!
宮本佳那子 サンキュ!はI LOVE YOU
宮本佳那子 ガンバランスdeダンス ～夢みる奇跡たち～
宮本佳那子 手と手つないでハートもリンク!!
宮本駿一 白夜 ～True Light～
ミュージカル〈テニスの王子様〉 三連覇に死角なし
ミュージカル〈テニスの王子様〉 エクスタシー ～GO GO FUJI! GO SHIRAISHI!
ミュージカル〈テニスの王子様〉 エクスタシー
ミュージカル〈テニスの王子様〉 Do Your Best!
ミュージカル〈テニスの王子様〉 勝つのは氷帝
ミュージカル〈テニスの王子様〉 あいつこそがテニスの王子様
ミュージカル〈テニスの王子様〉 氷のエンペラー
ミュージカル〈テニスの王子様〉 俺様の美技にブギウギ
ミュージカル〈テニスの王子様〉 ヘビーレイン
ミュージカル〈テニスの王子様〉 負けることの許されない王者 ～非情のテニス…2-TOP Edition
ミュージカル〈テニスの王子様〉 氷点下の情熱
ミュージカル〈テニスの王子様〉 勝ったモン勝ちや
ミュージカル〈テニスの王子様〉 THIS IS THE PRINCE OF TENNIS
ミュージカル〈テニスの王子様〉 ザ・レギュラー
ミュージカル〈テニスの王子様〉 氷のエンペラーII
ミュージカル〈テニスの王子様〉 ペテン師だぁ?何とでも言え
ミュージカル〈テニスの王子様〉 非情のテニス
ミュージカル〈テニスの王子様〉 F・G・K・S
ミュージカル〈テニスの王子様〉 Season
三善英史 雨
三好鉄生 すごい男の唄
三好鉄生 涙をふいて
MilkyWay アナタボシ
MilkyWay タンタンターン!
MilkyWay ガムシャララ
MilkyWay サンサンGOGO
Milky Bunny Bunny Days
ミルキィホームズ(シャーロック・シェリンフォード(三森すずこ)、
譲崎ネロ(徳井青空)、エルキュール・バートン(佐々木未来)、コーデ
リア・グラウカ(橘田いずみ))

雨上がりのミライ

ミルキィホームズ(シャーロック・シェリンフォード(三森すずこ)、
譲崎ネロ(徳井青空)、エルキュール・バートン(佐々木未来)、コーデ
リア・グラウカ(橘田いずみ))

正解はひとつ!じゃない!!

milktub バカ・ゴー・ホーム
miwa FRiDAY-MA-MAGiC
miwa 春になったら
miwa Chasing hearts
miwa chAngE
miwa めぐろ川
miwa 青空
miwa ありえない!!
miwa リトルガール
miwa don't cry anymore
miwa オトシモノ
miwa friend ～君が笑えば～
美輪明宏 ヨイトマケの唄
MINMI The Perfect Vision
MINMI サマータイム!!
MINMI シャナナ☆
MINMI 四季ノ唄
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歌手名（50音順） 曲名
MINMI アベマリア
MINMI ハイビスカス
MINMI 平成の乙女 feat.KENTY-GROSS
MINMI 想い出がいっぱい
ムーディ勝山 右から来たものを左へ受け流すの歌
m.o.v.e around the world
m.o.v.e Blazin' Beat
m.o.v.e DOGFIGHT
m.o.v.e Gamble Rumble
moumoon トモシビ
Moon Child ESCAPE
向日岳人 DA・DA・DA
麦わら海賊団(田中真弓/山口勝平/平田広明/中井和哉/岡村明美/大
谷育江)

Family

麦わらの一味 A THOUSAND DREAMERS〈9人の麦わら海賊団篇〉
麦わらの一味 ビンクスの酒
結(早見沙織)/月海(井上麻里奈)/草野(花澤香菜)/松(遠藤綾) セキレイ
結(早見沙織)/月海(井上麻里奈)/草野(花澤香菜)/松(遠藤綾) 白翼ノ誓約 ～Pure Engagement～
村上幸子 不如帰(ほととぎす)
村木賢吉 おやじの海
村下孝蔵 春雨
村下孝蔵 少女
村下孝蔵 踊り子
村下孝蔵 初恋
村下孝蔵 ゆうこ
村下孝蔵 陽だまり
村下孝蔵 かざぐるま
村田英雄 二代目無法松
村田英雄 男の一生
村田英雄 花と竜
村田英雄 男の土俵
村田英雄 人生峠
村田英雄 なみだ坂
MAY WONDERLAND
May J. Garden feat.DJ KAORI,Diggy-MO',クレンチ&ブリスタ
メイズ メイズ参上!
MAY'S 君に届け...
MAY'S I LOVE YOU が言えなくて
MAY'S 永遠
May'n Brain Diver
May'n シンジテミル
May'n もしも君が願うのなら
May'n Scarlet Ballet
May'n Ready Go!
May'n ライオン〈May'n Ver.〉
May'n キミシニタモウコトナカレ
May'n/中島愛 ライオン
メガマソ すみれSeptember Love(feat. IZAM)
メガマソ トワイライトスター
MEGARYU Day by Day
MEGARYU アゲアゲハリケーン
MEGARYU 夜空に咲く花
meg rock incl.
Metis 人間失格
Metis 母賛歌
めめっち まきこ セリフ:くちぱっち GO-GOたまごっち!めめっち まきこ くちぱっち バージョン
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歌手名（50音順） 曲名
米良美一 もののけ姫
メリー・ナイトメア(CV:佐倉綾音) ユメとキボーとアシタのアタシ
MELL Red fraction〈全英語詞〉
メロキュア(岡崎律子/日向めぐみ) Agape
melody. realize
melody. 遥花 ～はるか～
メロン記念日 赤いフリージア
MEN'S5 とってもウマナミ
茂家瑞季 Let's!フレッシュプリキュア!〈Hybrid ver.〉
茂家瑞季 Let's!フレッシュプリキュア!
モーニング娘。 Do it! Now
モーニング娘。 ザ☆ピ～ス!
モーニング娘。 でっかい宇宙に愛がある
モーニング娘。 モーニングコーヒー
モーニング娘。 サマーナイトタウン
モーニング娘。 抱いて HOLD ON ME!
モーニング娘。 SEXY BOY ～そよ風に寄り添って～
モーニング娘。 Memory 青春の光
モーニング娘。 ふるさと
モーニング娘。 LOVEマシーン
モーニング娘。 Mr.Moonlight ～愛のビッグバンド～
モーニング娘。 そうだ! We're ALIVE
モーニング娘。 恋のダンスサイト
モーニング娘。 ハッピーサマーウェディング
モーニング娘。 みかん
モーニング娘。 I WISH
モーニング娘。 恋愛レボリューション21
モーニング娘。 リゾナント ブルー
モーニング娘。 ここにいるぜぇ!
モーニング娘。 この地球の平和を本気で願ってるんだよ!
モーニング娘。 恋 ING(アイエヌジー)
モーニング娘。 愛あらば IT'S ALL RIGHT
モーニング娘。 シャボン玉
モーニング娘。 Go Girl ～恋のヴィクトリー～
モーニング娘。 泣いちゃうかも
モーニング娘。 しょうがない 夢追い人
モーニング娘。 なんちゃって恋愛
モーニング娘。 気まぐれプリンセス
モーニング娘。 女が目立って なぜイケナイ
モーニング娘。 青春コレクション
モーニング娘。 女と男のララバイゲーム
モーニング娘。 まじですかスカ!
モーニング娘。 Only you
モーニング娘。 ラーメンレボリューション2010 Long Type
モーニング娘。 涙ッチ
モーニング娘。 Moonlight night ～月夜の晩だよ～
モーモーミルクとアラキさん ドッチ～ニョ?
MOSAIC.WAV 超妻賢母宣言
THE MODS 激しい雨が
THE MODS バラッドをお前に
モップス たどりついたらいつも雨ふり
MOTOO FUJIWARA 譜歌 ～song by Tear～
monobright アナタMAGIC
monobright 孤独の太陽
モベキマス ブスにならない哲学
momo 大好きだよ
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歌手名（50音順） 曲名
ももいろクローバー ピンキージョーンズ
ももいろクローバー ミライボウル
ももいろクローバー キミとセカイ
ももいろクローバー 行くぜっ! 怪盗少女
ももいろクローバー 走れ!
ももいろクローバー ももいろパンチ
ももいろクローバー 未来へススメ!
ももいろクローバーZ ワニとシャンプー
ももいろクローバーZ 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」
ももいろクローバーZ Z伝説～終わりなき革命～
ももいろクローバーZ D'の純情
ももいろクローバーZ 行くぜっ!怪盗少女
ももいろクローバーZ オレンジノート
ももいろクローバーZ サンタさん
森川美穂 ブルーウォーター
森川美穂 ブルーウォーター〈21st century ver.〉
森口博子 ETERNAL WIND -ほほえみは光る風の中-
森口博子 サムライハート
森口博子 君を見つめて ～The time I'm seeing you～
森公美子 おじゃる丸狂騒曲
森公美子 毎日かあさん
森繁久弥 ゴンドラの唄
森繁久弥 船頭小唄
森繁久弥 知床旅情
森島はるか(CV:伊藤静) キミの瞳に恋してる
森進一 襟裳岬
森進一 それは恋
森進一 おふくろさん
森進一 ゆうすげの恋
森進一 盛り場ブルース
森進一 新宿・みなと町
森進一 北の螢
森進一 年上の女
森進一 昭和流れうた
森進一 冬のリヴィエラ
森進一 命かれても
森進一 花と蝶
森高千里 夏の日
森高千里 17才
森高千里 雨
森高千里 気分爽快
森高千里 渡良瀬橋
森高千里 私の夏
森高千里 風に吹かれて
森高千里 私がオバさんになっても
森高千里 ロックンロール県庁所在地
森高千里 ロックン・オムレツ
森高千里 二人は恋人
森田健作 さらば涙と言おう
森田公一 青雲のうた
森田公一とトップ・ギャラン 青春時代
森田童子 ぼくたちの失敗
守谷香 お嫁さんになってあげないゾ
森翼 青い夢
森翼 すべり台
モリナオヤ 夕空の紙飛行機
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歌手名（50音順） 曲名
森の木児童合唱団 線路はつづくよどこまでも
森の木児童合唱団 背くらべ
森の木児童合唱団 せんせいとおともだち
森の木児童合唱団、でんでらコーラス でんでらりゅうば
森野熊八 鶏タンゴ鍋
森晴美 おばけなんてないさ
森昌子 孤愁人
森昌子 せんせい
森昌子 おかあさん
森昌子 愛傷歌
森昌子 立待岬
森昌子 越冬つばめ
森みゆき/坂田おさむ あわてんぼうのサンタクロース
森村天真(関智一)/イノリ(高橋直純)/流山詩紋(宮田幸季) 遙か、君のもとへ…
守屋浩 僕は泣いちっち
守屋浩 有難や節
森山加代子 白い蝶のサンバ
森山直太朗 生きてることが辛いなら
森山直太朗 さくら〈独唱〉
森山直太朗 生きとし生ける物へ
森山直太朗 夏の終わり
森山直太朗 高校3年生
森山直太朗 愛し君へ
森山直太朗 風唄
森山直太朗 うんこ
森山直太朗 花
森山直太朗 虹〈屋久島ドメニカバージョン〉
森山良子 この広い野原いっぱい
森山良子 今日の日はさようなら
森山良子 禁じられた恋
森山良子 さとうきび畑
森山良子 さよならの夏
森雄二とサザンクロス 好きですサッポロ
森雄二とサザンクロス 意気地なし
森雄二とサザンクロス 足手まとい
森若里子 女の酒
森若里子 浮草情話
Monkey Majik Around The World
Monkey Majik Together
Monkey Majik あいたくて
Monkey Majik ただ、ありがとう
Monkey Majik アイシテル
Monkey Majik SAKURA
Monkey Majik Sunshine
Monkey Majik Fast Forward
Monkey Majik 空はまるで
モングン 生きてる限り
モンゴル800 愛する花
モンゴル800 あなたに
モンゴル800 小さな恋のうた
モンゴル800 DON'T WORRY BE HAPPY
モンゴル800 月灯りの下で
モンゴル800 矛盾の上に咲く花
モンゴル800 琉球愛歌
モンゴル800 夢叶う
もんた&ブラザーズ ダンシング・オールナイト
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歌手名（50音順） 曲名
Ya-Ya-yah 勇気100%〈2002〉
Ya-Ya-yah 世界がひとつになるまで
矢井田瞳 Look Back Again
矢井田瞳 Over The Distance
矢井田瞳 アンダンテ
矢井田瞳 my sweet darlin'
矢井田瞳 一人ジェンガ
野猿 叫び
野猿 Be cool!
八神純子 みずいろの雨
八神純子 思い出は美しすぎて
八神純子 想い出のスクリーン
八神純子 ポーラー・スター
八神純子 パープルタウン ～You Oughta Know By Now～
八神純子 Mr.ブルー ～私の地球～
YA-KYIM BAKUROCK ～未来の輪郭線～
やくしまるえつこ COSMOS vs ALIEN
やくしまるえつこ ヴィーナスとジーザス
やくしまるえつこメトロオーケストラ 少年よ我に帰れ
やくしまるえつこメトロオーケストラ ノルニル
薬師丸ひろ子 セーラー服と機関銃"夢の途中"
薬師丸ひろ子 あなたを・もっと・知りたくて
薬師丸ひろ子 語りつぐ愛に
薬師丸ひろ子 メイン・テーマ
薬師丸ひろ子 探偵物語
薬師丸ひろ子 Woman -"Wの悲劇"より-
薬師丸ひろ子 すこしだけ やさしく
薬師丸ひろ子 元気を出して
薬師丸ひろ子 セーラー服と機関銃"夢の途中"〈Album Version〉
矢口真里 青春 僕
矢口真里とストローハット 風をさがして
矢沢永吉 共犯者
矢沢永吉 アイ・ラブ・ユー,OK
矢沢永吉 A DAY
矢沢永吉 SOMEBODY'S NIGHT
矢沢永吉 時間よ止まれ
矢沢永吉 ラスト・シーン
矢沢永吉 東京
矢沢永吉 ウイスキー・コーク
矢沢永吉 止まらない Ha～Ha
矢沢永吉 チャイナタウン
矢沢永吉 サブウェイ特急
矢沢永吉 コバルトの空
やしきたかじん ICHIZU
やしきたかじん やっぱ好きやねん
やしきたかじん あんた
やしきたかじん なめとんか
やしきたかじん 東京
やしきたかじん 大阪恋物語
やしきたかじん 砂の十字架
矢島美容室 ニホンノミカタ -ネバダカラキマシタ-
矢島美容室 SAKURA -ハルヲウタワネバダ-
矢島美容室 はまぐりボンバー
矢島美容室 feat.プリンセス・セイコ アイドルみたいに歌わせて
八代亜紀 舟唄
八代亜紀 雨の慕情
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歌手名（50音順） 曲名
八代亜紀 恋歌
八代亜紀 なみだ恋
八代亜紀 おんな港町
八代亜紀 もう一度逢いたい
八代亜紀 おんなの夢
八代亜紀 花[ブーケ]束
八代亜紀 貴方につくします
八代亜紀 酒と泪と男と女
八代亜紀 デスティニーラブ～運命の人～
八代亜紀 昭和の歌など聴きながら
八代亜紀 人生の贈りもの
八代亜紀 ラッキーマンの歌
安田章大 わたし鏡
安田章大 アイライロ
安田章大 TOPOP
安田成美 風の谷のナウシカ
泰葉 フライディ・チャイナタウン
矢住夏菜 Be Strong
THE 野党 WHO AM I ?
柳ジョージ 青い瞳のステラ、1962年夏…
矢野顕子 春咲小紅
矢野顕子 あたしンち
矢吹健 うしろ姿
矢吹健 あなたのブルース
山内惠介 冬枯れのヴィオラ
山内惠介 風蓮湖
山内惠介 白樺の誓い
山形県民謡 真室川音頭
山形県民謡 花笠音頭
やまがたすみこ 虹になりたい
山形ユキオ ウィニング・ラン! -風になりたい-
山川豊 函館本線
山川豊 夜桜
山川豊 アメリカ橋
山川豊 我が娘へ
山口かおる 献身
山口ひろみ 津軽恋つづり
山口ひろみ 三陸風みなと
山口ひろみ ゆめ暖簾
山口百恵 ロックンロール・ウィドゥ
山口百恵 秋桜
山口百恵 美・サイレント
山口百恵 ひと夏の経験
山口百恵 いい日旅立ち
山口百恵 イミテイション・ゴールド
山口百恵 プレイバックPart2
山口百恵 さよならの向う側
山口百恵 謝肉祭
山口百恵 夢先案内人
山口百恵 横須賀ストーリー
山口百恵 しなやかに歌って
山口百恵 青い果実
山口百恵 冬の色
山口百恵 夏ひらく青春
山口百恵 愛の嵐
山口百恵 絶体絶命
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歌手名（50音順） 曲名
山口百恵 愛染橋
山口百恵 乙女座宮
山口百恵 パールカラーにゆれて
山口百恵 としごろ
山口百恵 ちっぽけな感傷
山口百恵 愛に走って
山口百恵 赤い衝撃
山口百恵 プレイバックPart1
山口百恵 白い約束
山口百恵 赤い運命
山口百恵 ありがとうあなた
山口百恵 伊豆の踊子
山口百恵 赤い絆(レッド・センセーション)
山口由子 believe
山口理恵 with manzo 気づいてゾンビさま、私はクラスメイトです
山崎清介/砂川直人 みんなともだち
山崎ハコ 呪い
山崎まさよし メヌエット
山崎まさよし One more time,One more chance
山崎まさよし 僕はここにいる
山崎まさよし セロリ
山崎まさよし One more time, One more chance〈弾き語りVer〉
山崎まさよし 大きな玉ねぎの下で
山下久美子 赤道小町ドキッ
山下久美子 バスルームから愛をこめて
山下達郎 クリスマス・イブ
山下達郎 GET BACK IN LOVE
山下達郎 ライド・オン・タイム
山下達郎 さよなら夏の日
山下達郎 パレード
山下達郎 あまく危険な香り
山下達郎 アトムの子
山下達郎 高気圧ガール
山下達郎 ずっと一緒さ
山下達郎 僕らの夏の夢
山下達郎 希望という名の光
山下達郎 街物語
山下達郎 愛してるって言えなくたって
山下智久 カラフル
山下智久 抱いてセニョリータ
山下智久 放課後ブルース
山下智久 愛、テキサス
山下智久 指輪
山下智久 向日葵
山下智久 Loveless
山下智久 口づけでアディオス
山下智久 はだかんぼー
山下智久 青
山下智久 はだかんぼー(Album ver.)
山下智久 月と太陽のラプソディ
山下智久 Crazy You
山下智久 溺愛ROBOT
山田美也子 勇気一つを友にして
山寺宏一/杉並児童合唱団and(アンド)エイト ハッスル
山寺宏一(ゾロリ) ゼッコーチョー!
山根麻衣 THE REAL FOLK BLUES
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歌手名（50音順） 曲名
山根康広 Get Along Together
山野さと子 アイスクリームの歌
山野さと子 クラリネットをこわしちゃった
山野さと子 きのこ
山野さと子、堀井ひであき リンゴントウ
山野さと子、森の木児童合唱団 あの青い空のように
山本あき 男女川 ～みなのがわ～
山本謙司 津軽の灯(あかり)
山本謙司 津軽慕情
山本譲二 奥入瀬
山本譲二 みちのくひとり旅
山本譲二 夢街道
山本譲二 名もない花に乾杯を
山本譲二 しあわせの青い鳥
山本譲二 花も嵐も
山本譲二 おまえにありがとう
山本譲二 俺たちの春
山本譲二 千里の道も
山本譲二 哀愁運河
山本譲二 旅路の果ての…
山本譲二 川中美幸 仁川エアポート
山本武(井上優) 雨のメッセージ
山本まさゆき/サカモト児童合唱団 タイムボカン
山本まさゆき/少年少女合唱団みずうみ ヤッターマンの歌
山本まさゆき/スクールメイツ・ブラザーズ ヤッターキング
山本リンダ どうにもとまらない
山本リンダ 狙いうち〈ニューバージョン〉
山本リンダ 狙いうち
山本リンダ どうにもとまらない ～ノンストップ
Yum! Yum! ORANGE 葛飾ラプソディー〈ヤムヤムversion〉
YU-A 逢いたい…
YU-A 嫌いになれたら
YU-A ごめんね、ママ
湯浅晃子 チューリップ
YUI feel my soul
YUI Tomorrow's way
YUI TOKYO
YUI I remember you
YUI Rolling star
YUI CHE.R.RY
YUI How crazy
YUI Understand
YUI LOVE & TRUTH
YUI Laugh away
YUI SUMMER SONG
YUI Oh My God
YUI Laugh away〈YUI Acoustic Version〉
YUI Green a.live
YUI CHE.R.RY〈YUI Acoustic Version〉
YUI Jam
YUI I'll be
YUI LIFE
YUI Am I wrong?
YUI Daydreamer
YUI Find me
YUI I will love you
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歌手名（50音順） 曲名
YUI Love is all
YUI No way
YUI OH YEAH
YUI I wanna be...
YUI Sea
YUI SUMMER SONG〈YUI Acoustic Version〉
YUI Never say die
YUI again〈YUI Acoustic Version〉
YUI Please Stay With Me
YUI I do it
YUI Rain
YUI crossroad
YUI Merry・Go・Round
YUI I know
YUI Good-bye days〈YUI Acoustic Version〉
YUI I remember you〈YUI Acoustic Version〉
YUI Rolling star〈YUI Acoustic Version〉
YUI It's all right
YUI RUIDO
YUI Thank you My teens
YUI Umbrella
YUI Happy Birthday to you you
YUI Highway chance
YUI Winding road
YUI Why?
YUI It's all too much
YUI HELP
YUI Ready to love
YUI I can't say
YUI again
ゆいあず(CV:豊崎愛生、竹達彩奈) ふでペン ～ボールペン～(ゆいあずVer.)
YUI for 雨音薫 Good-bye days
YUI for 雨音薫 It's happy line
結城アイラ LAMENT ～やがて喜びを～
遊吟 Fate
遊助 一笑懸命
遊助 ひまわり
遊助 たんぽぽ
遊助 海賊船
遊助 其の拳
遊助 いちょう
遊助 みんなのうた
遊助 羽
遊助 街
遊助 わんぱく野球バカ
遊助 10年 遊turing 童子-T
遊助 イジメ
遊助 Never Ever 遊turing lecca
遊助 水面
遊助 海賊船〈1万人の船員 Ver.〉
遊助 ライオン
遊助 遅刻のうた
遊助 夢は現状維持!
遊助 ミツバチ
遊助 SUMMER TIME
遊助 ひと
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歌手名（50音順） 曲名
遊助 まだ僕はサンタに会ったことがない
遊助 ポケットの中のサンタクロース
遊助 俺なりのラブソング
遊助 ミツバチ(3万人の村人ver.)
遊助 I will go my way!!
遊助 宛てのない手紙 遊turing JAY'ED
遊助 サンフレイジャー
遊助 空 遊turing ET-KING
遊助 子守り歌
遊助 船上の音楽団 遊turing Heartbeat
遊助 全部好き。
遊助 レインボー
遊助 雄叫び
遊助 手に持つ人
遊助 ひまわり(Acoustic ver.)
遊助 さくら物語
遊助 そよ風
遊助 今日の花
遊助 ESCAPE 遊turing 成田誠
eufonius 比翼の羽根
eufonius リフレクティア
YUKA お料理行進曲
YUKA HAPPY BIRTHDAY(ハッピーバースデイ)
YUKI ハローグッバイ
YUKI JOY
YUKI 長い夢
YUKI ドラマチック
YUKI 歓びの種
YUKI メランコリニスタ
YUKI ふがいないや
YUKI ビスケット
YUKI 星屑サンセット
YUKI ワンダーライン
YUKI ハミングバード
YUKI 鳴いてる怪獣
YUKI Home Sweet Home
YUKI ランデヴー
YUKI ミス・イエスタデイ
YUKI COSMIC BOX
YUKI うれしくって抱きあうよ
YUKI 2人のストーリー
YUKI ひみつ
YUKI Hello!
由紀さおり 夜明けのスキャット
由紀さおり 挽歌
由紀さおり 手紙
由紀さおり 生きがい
由紀さおり & ピンク・マルティーニ ブルー・ライト・ヨコハマ
幸村精市 真実
幸村精市 夢の続き
幸村精市 That's another
幸村精市 ロング・グッド・バイ
幸村精市 エメラルドライン
幸村精市 夢の続きII
幸村精市 ダリア
幸村精市 featuring 仁王雅治 自分革命 -Revolution-
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歌手名（50音順） 曲名
ゆず 夏色
ゆず 贈る詩
ゆず 少年
ゆず 月曜日の週末
ゆず からっぽ
ゆず 雨と泪
ゆず いつか
ゆず 超特急
ゆず 地下街
ゆず サヨナラバス
ゆず センチメンタル
ゆず 友達の唄
ゆず 始まりの場所
ゆず アゲイン2
ゆず 恋の歌謡日
ゆず 春風
ゆず 嗚呼、青春の日々
ゆず 明日天気になぁれ
ゆず 飛べない鳥
ゆず 桜木町
ゆず ストーリー
ゆず うまく言えない
ゆず Yesterday and Tomorrow
ゆず 青
ゆず スミレ
ゆず 翔
ゆず 栄光の架橋
ゆず もうすぐ30才
ゆず アゲイン
ゆず スマイル
ゆず モンテ
ゆず 逢いたい
ゆず みらい
ゆず いちご
ゆず 虹
ゆず スーパーマン
ゆず 虹〈Album Version〉
ゆず マイライフ
ゆず 桜会(さくらえ)
ゆず 慈愛への旅路
ゆず from
ゆず Hey和
ゆず HAMO
ゆず 桜会(さくらえ)(Album Version)
ゆず 彼方
ゆず 1か8
ゆず 代官山リフレイン
ゆず 第九のベンさん
ゆず 背中
ゆず Hey和(Album Version)
ユニコーン 働く男
ユニコーン スターな男
ユニコーン 大迷惑
ユニコーン Maybe Blue
ユニコーン すばらしい日々
ユニコーン おかしな2人
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歌手名（50音順） 曲名
ユニコーン I'M A LOSER
ユニコーン SUGAR BOY
ユニコーン 与える男
ユニコーン 人生は上々だ
ユニコーン 雪が降る町
ユニコーン ペケペケ
ユニコーン 自転車泥棒
ユニコーン ヒゲとボイン
ユニコーン WAO!
UNISON SQUARE GARDEN カウンターアイデンティティ
UNISON SQUARE GARDEN オリオンをなぞる
ユニ(南條愛乃) 心の星
universe echoes
ゆの(阿澄佳奈)/宮子(水橋かおり)/ヒロ(後藤邑子)/沙英(新谷良子) できるかなって☆☆☆
ゆの(阿澄佳奈)/宮子(水橋かおり)/ヒロ(後藤邑子)/沙英(新谷良子) ?でわっしょい
湯原昌幸 雨のバラード
湯原昌幸 冬桜
yu-yu 君とずっと…
YURIA YOU
YURIMARI 初恋 ～はるかなる想い～
ユンナ ほうき星
妖精帝國 Baptize
妖精帝國 空想メソロギヰ
妖精帝國 霊喰い
妖精帝國 孤高の創世
羊毛とおはな 世界は踊るよ、君と。
YO-KING 遠い匂い
よーみ 夢は終わらない～こぼれ落ちる時の雫～
横浜銀蠅 横須賀Baby
横浜銀蠅 ぶっちぎりRock'n Roll
横浜銀蠅 ツッパリ High School Rock'n Roll〈試験編〉
横浜銀蠅 男の勲章
横山だいすけ,三谷たくみ ジューキーズこうじちゅう!
横山だいすけ,三谷たくみ そよそよの木の上で
横山だいすけ,三谷たくみ ドコノコノキノコ
横山だいすけ,三谷たくみ ひみつのパレード
横山だいすけ,三谷たくみ でんきの子 ビリー
横山だいすけ,三谷たくみ ゆめをひとさじ
横山だいすけ,三谷たくみ さみしくなんかないってば
横山だいすけ,三谷たくみ きらきらきらりん・みゅーじかる
横山だいすけ,三谷たくみ コロンパッ
横山だいすけ,三谷たくみ まほうのとびら
横山だいすけ,三谷たくみ ドンスカパンパンおうえんだん
横山だいすけ,三谷たくみ はじめて はじめまして
横山だいすけ,三谷たくみ ながぐっちゃん!!
横山だいすけ,三谷たくみ ありがとうの花
横山だいすけ,三谷たくみ あっちこっちマーチ
横山だいすけ,三谷たくみ ごめんください、めんください。
横山だいすけ,三谷たくみ ちきゅうにおえかき
横山だいすけ,三谷たくみ ほっとけーきはすてき
横山だいすけ,三谷たくみ ド!ド!ド!ドラゴン
横山だいすけ,三谷たくみ まんまるスマイル
横山だいすけ,三谷たくみ 魔法のピンク
横山だいすけ、三谷たくみ、ひなたおさむ、かまだみき、ライ
ゴー、スイリン、プゥート、スプー、アネム、ズズ、ジャコビ、ワ
ンワン

みんなみんなみんな
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歌手名（50音順） 曲名
横山だいすけ、三谷たくみ、ライゴー、スイリン、プゥート あしたてんきにな～れ!
横山裕 413man
吉井和哉 LOVE & PEACE
吉幾三 酒よ
吉幾三 海峡
吉幾三 俺ら東京さ行ぐだ
吉幾三 雪國
吉幾三 酔歌
吉幾三 女のかぞえ唄
吉幾三 情炎
吉幾三 娘に…
吉幾三 Dream(ドリーム)
吉幾三 父子じゃないか…
吉幾三 宗右衛門町ブルース
吉幾三 あんた
吉幾三 と・も・子…
吉幾三 津軽平野(木造田植唄入り)
吉幾三 酒よ〈アルバムヴァージョン〉
吉幾三 秋風
YOSHII LOVINSON CALL ME
吉岡亜衣加 舞風
吉岡亜衣加 夢ノ浮舟
吉岡亜衣加 十六夜涙
吉岡亜衣加 天ノ華
yoshiki*lisa Destin Histoire
吉田拓郎 旅の宿
吉田拓郎 夏休み
吉田拓郎 落陽
吉田拓郎 シンシア
吉田拓郎 結婚しようよ
吉田拓郎 たどり着いたらいつも雨降り
吉田拓郎 唇をかみしめて
吉田拓郎 どうしてこんなに悲しいんだろう
吉田拓郎 祭りのあと
吉田拓郎 流星
吉田拓郎 おきざりにした悲しみは
吉田拓郎 春だったね
吉田拓郎 人生を語らず
吉田拓郎 外は白い雪の夜
吉田拓郎 イメージの詩
吉田拓郎 気持ちだよ
吉田拓郎 いつか街で逢ったなら
吉田拓郎 伽草子
吉田拓郎 今日までそして明日から
吉田拓郎 元気です
吉田拓郎 我が良き友よ-アルバム「THE BEST PENNY LANE」より-
吉田拓郎 あゝ青春
吉田拓郎 襟裳岬
吉田拓郎 永遠の嘘をついてくれ
吉田由香里 夢は終わらない ～こぼれ落ちる時の雫～
yozuca* サクラサクミライコイユメ
yozuca* サクライロノキセツ
yozuca* サクラキミニエム
yozuca* サクラ アマネク セカイ
yozuca* 記憶の海
米倉千尋 嵐の中で輝いて
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歌手名（50音順） 曲名
米倉千尋 WILL
米倉千尋 10 YEARS AFTER
米倉千尋 Butterfly Kiss
より子 ダイアの花
Larval Stage Planning 君+謎+私でJUMP!!
雷鼓 ALIVE
THE RiCECOOKERS NAMInoYUKUSAKI
THE RiCECOOKERS 波のゆくさき
ラサール石井とこち亀うぃ～ん少年合唱団 おいでよ亀有
ラジオ体操 ラジオ体操第二[号令入り]
LAST ALLIANCE HEKIREKI
LAST ALLIANCE 疾走
RAZZ MA TAZZ 素敵な君
ラッツ&スター め組のひと
ラッツ&スター Tシャツに口紅
ラッツ&スター ハリケーン
ラッツ&スター 夢で逢えたら
RADWIMPS イーディーピー ～飛んで火に入る夏の君～
RADWIMPS もしも〈「みんな一緒に」バージョン〉
RADWIMPS 何十年後かに 「君」 と出会っていなかったアナタに向けた歌
RADWIMPS 自暴自棄自己中心的(思春期)自己依存症の少年
RADWIMPS コンドーム
RADWIMPS 青い春
RADWIMPS 「ずっと大好きだよ」「ほんと?…」
RADWIMPS 愛へ
RADWIMPS あいラブユー
RADWIMPS 祈跡〈in album version〉
RADWIMPS あいまい
RADWIMPS 心臓
RADWIMPS 人生 出会い
RADWIMPS 祈跡
らっぷびと オーディエンスを沸かす程度の能力 feat.ill bell
La-Vie. FREEDOM
Love ラブレター
Love ただ一つの願いさえ
Love わたしあうもの
Love 大切なキモチ
ラフ&レディ 背番号のないエース
LOVE PSYCHEDELICO I will be with you
LOVE PSYCHEDELICO Your Song
LOVE PSYCHEDELICO It's You
LOVE PSYCHEDELICO Dry Town〈Theme of Zero〉
ラブリン メロディっち セリフ:くろまめっち GO-GOたまごっち!ラブリン メロディっち くろまめっち バージョン
LAMA Spell
L'Arc～en～Ciel New World
L'Arc～en～Ciel 叙情詩(ジョジョウシ)
L'Arc～en～Ciel SEVENTH HEAVEN
L'Arc～en～Ciel DAYBREAK'S BELL
ラル・ミルチ(鈴木真仁) Burning prayer
ランカ・リー=中島愛 そうだよ。
ランカ・リー=中島愛 放課後オーバーフロウ
ランカ・リー=中島愛 虹いろ・クマクマ
ランカ・リー=中島愛 星間飛行(LIVE in アルカトラズ)
ランカ・リー=中島愛 ホシキラ
ランカ・リー=中島愛 Songbird
ランカ・リー=中島愛 アイモ
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歌手名（50音順） 曲名
ランカ・リー=中島愛 ニンジーン Loves you yeah!
ランカ・リー=中島愛 「超時空飯店 娘々」CMソング〈Ranka Version〉
ランカ・リー=中島愛 アイモ ～鳥のひと
ランカ・リー=中島愛 星間飛行
ランカ・リー=中島愛 ねこ日記
ランカ・リー=中島愛 蒼のエーテル
ランカ・リー=中島愛 アイモ〈O.C.〉
ランカ・リー=中島愛 私の彼はパイロット
ランカ・リー=中島愛 愛・おぼえていますか
ランカ・リー=中島愛、シェリル・ノーム starring May'n 星間イヴ(星間飛行 christmas ver.)
ランカ・リー=中島愛、シェリル・ノーム starring May'n Get it on-flying rock
ランカ・リー=中島愛、シェリル・ノーム starring May'n What 'bout my star?@Formo
ランカ・リー=中島愛、シェリル・ノーム starring May'n トライアングラー(fight on stage)
LANDS BANDAGE
LANDS 二十歳の戦争
らんま November Rain
Lia 絆-kizunairo-色
Lead STAND UP!
Lead ギラギラRomantic
Rie fu Life is Like a Boat
Rie fu For You
Rie fu ツキアカリ
Rie fu あなたがここにいる理由
LiSA oath sign
LISP You May Dream
rhythmic 光のレール
RYTHEM 万華鏡キラキラ
RYTHEM ホウキ雲
RYTHEM ハルモニア
RYTHEM 蛍火
立海ヤング漢 SOUL MATE
立海ヤング漢 業火絢爛
RIP SLYME 黄昏サラウンド
RIP SLYME ブロウ
RIP SLYME One
RIP SLYME 楽園ベイベー
RIP SLYME 太陽とビキニ
RIP SLYME JOINT
RIP SLYME Super Shooter
RIP SLYME センス・オブ・ワンダー
RIP SLYME Good Times
RIP SLYME SCAR
Little Non ハナマル☆センセイション
little by little 悲しみをやさしさに
little by little キミモノガタリ
Little Blue boX 以心伝心
Little Blue boX 1 ドリーム
りなちゃん/ワンワン/くぅ せんたくじゃぶじゃぶ
りなちゃん/ワンワン/くぅ/ダーダ あそぼ!あそぼっ!
りなちゃん/ワンワン/くぅ/ダーダ ワンワンパラダイス
りなちゃん/ワンワン/くぅ/ダーダ そうじきロック
ribbon リトル☆デイト
竜鉄也 奥飛騨慕情
リュ・シウォン 桜
RYOEI ひらり
両さん(香取慎吾) こちら葛飾区亀有公園前派出所
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歌手名（50音順） 曲名
両津勘吉(ラサール石井)and 大江戸台風族(オオエドタイフーン) ジュゲム〈こち亀バージョン〉
りりィ 私は泣いています
Lily. 気づいてよ…I Love You
Lil'B Memory
Lil'B 大好きだよ
Lil'B オレンジ
Lil'B キミに歌ったラブソング
Lil'B 願いごと一つキミへ
Lil'B キミが好きで
Lil'B つないだ手
リルぷりっ アイドルール
リルぷりっ リトル・ぷりんせす☆ぷりっ!
LINDBERG BELIEVE IN LOVE
LINDBERG 今すぐKiss Me
LINDBERG every little thing every precious thing
LINDBERG 今すぐKiss Me〈20th〉
RUI 月のしずく
RUI 風の果て
RUI 泪月 -oboro-
ルイズ(釘宮理恵) スキ? キライ!? スキ!!!
ROOKiEZ is PUNK'D IN MY WORLD
ROOKiEZ is PUNK'D Song for...
ROOKiEZ is PUNK'D コンプリケイション
ルーシィ(平野綾) 日常賛歌 ～This Place～
ルーシィ(平野綾) OPEN THE GATE
THE LOOSE DOGS しょぼい顔すんなよベイベー
THE LOOSE DOGS 夜になれば
THE LOOSE DOGS ONE DAY
ザ・ルーズドッグス feat.大黒摩季 雨のち虹色
The ROOTLESS One day
The ROOTLESS One day -TV Version-
rumania montevideo Still for your love
ルーラ 街
Le Couple(ル・クプル) ひだまりの詩
LOOK シャイニン・オン君が哀しい
LUNA SEA BELIEVE
LUNA SEA ROSIER
LUNA SEA TRUE BLUE
LUNA SEA JESUS
LUNA SEA Dejavu
LUNA SEA DESIRE
LUNA SEA END OF SORROW
LUNA SEA WISH
LUNA SEA STORM
LUNA SEA I for You
LUNA SEA TONIGHT
Ruppina Free Will
Lay Smiling!
Rake 100万回の「I love you」
LAZY LOU's BOOGIE いつもそこに君がいた
ravex ROCK U feat.安室奈美恵
REIRA starring YUNA ITO Truth
レーモンド松屋 安芸灘の風
lecca ちから
lecca マタイツカ
lecca TSUBOMI feat.九州男
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歌手名（50音順） 曲名
lecca 紅空
lecca My measure
lecca For You
lecca 君にとどけ
lecca なみだの日
redballoon 雪のツバサ
redballoon 銀色の空
redballoon 旅立ちの日に
レベッカ MOTOR DRIVE
レベッカ MOON
レベッカ フレンズ
レベッカ LONELY BUTTERFLY
レベッカ RASPBERRY DREAM
レベッカ ラブ パッション
レベッカ ガールズ ブラボー!
レベッカ 76th Star
レベッカ London Boy
レベッカ CHEAP HIPPIES
レベッカ ラブ イズ Cash
レベッカ Maybe Tomorrow
レベッカ ヴァージニティー
レベッカ Cotton Time
レベッカ 蜃気楼
レベッカ OLIVE
レミオロメン モラトリアム
レミオロメン 粉雪
レミオロメン もっと遠くへ
レミオロメン 3月9日
レミオロメン 3/9 with Quartet
レミオロメン 夢の蕾
レミオロメン Your Song
レミオロメン 3月9日(10th Anniversary Ver.)
ロイヤル・ナイツ それゆけガイコッツ
ロイヤル・ナイツ 王者! 侍ジャイアンツ
RO-KYU-BU! SHOOT!
RO-KYU-BU! Party Love ～おっきくなりたい～
ロードオブメジャー 心絵
ロードオブメジャー 大切なもの
ロードオブメジャー 蒼天に向かって
ロードオブメジャー PLAY THE GAME
ロードオブメジャー 僕らだけの歌
ロードオブメジャー さらば碧き面影
ロードオブメジャー 偶然という名の必然
ロードオブメジャー 風歌
ロードオブメジャー 君がため
六道 骸(飯田利信) End:Res
六道 骸(飯田利信) 記憶の果て
六道 骸(飯田利信) 消えない願い
六道 骸(飯田利信) クフフのフ ～僕と契約～
ロケット団(ムサシ・コジロウ・ニャース) 前向きロケット団!
ロケット団(ムサシ・コジロウ・ニャース) ロケット団よ永遠に
ロシア(CV:高戸靖広) зима
ロシア(CV:高戸靖広) ペチカ ～ココロ灯して～
ロス・インディオス コモエスタ赤坂
ロス・インディオス 知りすぎたのね
ロス・インディオス&シルヴィア 別れても好きな人

178



歌手名（50音順） 曲名
ROCK'A'TRENCH 言葉をきいて
ROCK'A'TRENCH 光射す方へ
ROCK'A'TRENCH My SunShine
THE RODEO CARBURETTOR Speed of flow
LONG SHOT PARTY distance
LONG SHOT PARTY あの日タイムマシン
Y.M.O 君に、胸キュン。[浮気なヴァカンス]
WISE By your side feat. 西野カナ
WINO 太陽は夜も輝く
ザ・ワイルド・ワンズ 想い出の渚
若旦那 守るべきもの
ワカバ 明日、僕は君に会いに行く。
若山かずさ 湯の町みれん
若山かずさ 山百合の駅
分島花音 still doll
和田アキ子 あの鐘を鳴らすのはあなた
和田アキ子 だってしょうがないじゃない
和田アキ子 笑って許して
和田アキ子 古い日記
和田アキ子 どしゃ降りの雨の中で
和田アキ子 さあ冒険だ
和田光司 Butter-Fly
和田光司 ターゲット ～赤い衝撃～
和田光司 The Biggest Dreamer
和田光司 FIRE!!
和田光司 Butter-Fly〈Strong Version〉
和田光司 イノセント ～無邪気なままで～
和田光司 ヒラリ
和田青児 なきうさぎ
和田青児 仕事(たび)の宿
渡辺徹 約束
渡辺真知子 かもめが翔んだ日
渡辺真知子 迷い道
渡辺真知子 唇よ、熱く君を語れ
渡辺真知子 ブルー
渡辺真知子 かもめが翔んだ日〈スタジアム・バージョン〉
渡辺美里 センチメンタル カンガルー
渡辺美里 虹をみたかい
渡辺美里 My Revolution
渡辺美里 恋したっていいじゃない
渡辺美里 サマータイム ブルース
渡辺美里 BELIEVE
渡辺美里 夏が来た!
渡辺美里 悲しいね
渡辺美里 すき
渡辺美里 いつか きっと
渡辺美里 10 years
渡辺美里 卒業
和田弘とマヒナスターズ ウナセラディ東京
渡哲也 くちなしの花
渡哲也 あいつ
渡哲也 あじさいの雨
渡哲也 水割り
渡哲也 みちづれ
渡り廊下走り隊 青春のフラッグ
渡り廊下走り隊 ギュッ
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歌手名（50音順） 曲名
渡り廊下走り隊 猫だまし
渡り廊下走り隊 アッカンベー橋
渡り廊下走り隊 やる気花火
渡り廊下走り隊 完璧ぐ～のね
渡り廊下走り隊 初恋ダッシュ
渡り廊下走り隊 青い未来
渡り廊下走り隊7 へたっぴウィンク
渡り廊下走り隊7 バレンタイン・キッス
WaT 5センチ。
WaT 僕のキモチ
ワ! つれもていこらーズ 和歌山 LOVE SONG 21
ONE OK ROCK 完全感覚Dreamer
ONE OK ROCK 内秘心書
ONE OK ROCK 努努 -ゆめゆめ-
ONE OK ROCK カラス
ONE OK ROCK エトセトラ
ONE OK ROCK 夜にしか咲かない満月
ONE OK ROCK 必然メーカー
ONE OK ROCK 恋ノアイボウ心ノクピド
ONE OK ROCK 皆無
ONE OK ROCK Keep it real
ONE OK ROCK Borderline
ONE OK ROCK カゲロウ
ONE OK ROCK ケムリ
ONE OK ROCK 欲望に満ちた青年団
WANDS Jumpin' Jack Boy
WANDS もっと強く抱きしめたなら
WANDS 愛を語るより口づけをかわそう
WANDS 恋せよ乙女
WANDS このまま君だけを奪い去りたい
WANDS 錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう
WANDS 世界中の誰よりきっと〈Album Version〉
WANDS 世界中の誰よりきっと〈Live Version〉
WANDS&中山美穂 世界中の誰よりきっと〈PartII〉
ONE☆DRAFT 5年後…
ONE☆DRAFT TRAIN
ONE☆DRAFT 情熱
ONE☆DRAFT アイヲクダサイ
ONE☆DRAFT フルサト
ONE☆DRAFT ワンダフルデイズ
onelifecrew 追憶メリーゴーランド
ワンワン スーパーワンのうた
ワンワン/ことちゃん パクパクフラダンス
ワンワン、ふうか、うーたん いないいないばあっ! ～音楽の国～
ワンワン、ふうか、うーたん カミカミ 20(トゥエンティ)
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