
　エレクトーン曲集　発売状況一覧 H29.12.27現在

　　※メーカー・問屋在庫状況・店舗在庫状況を元に作成しております。場合によっては
　　品切れ・再販未定・絶版となる商品がございます。在庫確認をご希望の方はスタッフへお気軽にご相談ください。

　【ＥＬシリーズ５～３級】

★ポピュラー★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<1> ﾃﾚﾋﾞ･ﾃｰﾏ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ 風笛～あすかのﾃｰﾏ～ 大島ﾐﾁﾙ 連続ﾃﾚﾋﾞ小説｢あすか｣ 販売終了

New ASIA 東儀秀樹 ｢新ｱｼﾞｱ発見｣

Etupirka 葉加瀬太郎 TBS｢情熱大陸｣

♯1090～Thousand Dreams 松本孝弘 ﾃﾚﾋﾞ朝日｢ﾐｭｰｼﾞｯｸｽﾃｰｼｮﾝ｣

世にも奇妙な物語 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ｢世にも奇妙な物語｣

ﾜｲﾝの誇り 本間勇輔 ﾄﾞﾗﾏ｢ｿﾑﾘｴ｣

<2> ﾌｧﾝｷｰ･ﾌﾞﾗｽ ﾆｶｽﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑ TOKYO ENSEMBLE LAB 発売中

お前をはなさない ｵｰﾃｯｨｽ･ﾚﾃﾞｨﾝｸﾞ

仔象の行進 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ 映画｢ﾊﾀﾘ!｣

ﾏｲ･ﾌｪｲｳﾞｧﾘｯﾄ･ｼﾝｸﾞｽ 熱帯ｼﾞｬｽﾞ楽団 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ｣

黒い炎 ﾁｪｲｽ

<3> 販売終了

<4> ﾗﾃﾝ ﾃｷｰﾗ 販売終了

ｺﾊﾟｶﾊﾞ^ﾅ ﾊﾞﾘｰ･ﾏﾆﾛｳ

ｱﾏﾎﾟｰﾗ

そよ風と私

ｸﾞﾗﾅﾀﾞ

ｽﾑｰｽﾞ ｻﾝﾀﾅ

<5> ﾗﾃﾝ･ｼﾞｬｽﾞ ﾏﾝﾎﾞ･ｲﾝ 熱帯ｼﾞｬｽﾞ楽団 販売終了

ﾁｭﾆｼﾞｱの夜

ｷｬﾗﾊﾞﾝ

ﾏﾝﾎﾞﾒﾄﾞﾚｰ 熱帯ｼﾞｬｽﾞ楽団

ﾗ･ﾌｨｴｽﾀ ﾁｯｸ･ｺﾘｱ

ｱﾆﾒ～宮崎ｱﾆﾒｾﾚｸｼｮﾝ～



<6> 　　ｼﾞｬｽﾞ&ﾌｭｰｼﾞｮﾝ ｶﾝﾀﾛｰﾌﾞ･ｱｲﾗﾝﾄﾞ ﾊｰﾋﾞｰ･ﾊﾝｺｯｸ 発売中

ﾃﾙ･ﾐｰ･ｱ･ﾍﾞｯﾄﾀｲﾑ･ｽﾄｰﾘｰ ﾊｰﾋﾞｰ･ﾊﾝｺｯｸ

ｼﾞｪｲﾑｽ ｼﾞｪｲﾑｽ･ﾃｲﾗｰ

ｱﾝﾄﾞ･ｾﾞﾝ･ｱｲ･ﾆｭｰ ﾊﾟｯﾄ･ﾒｾﾆｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｻﾝﾗｲﾄ ﾊﾟｯﾄ･ﾒｾﾆｰ

ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ ﾁｯｸ･ｺﾘｱ

<7> ｼﾞｬｽﾞ･ﾀｲﾑﾍﾞｽﾄ1 星影のｽﾃﾗ 塚山ｴﾘｺ 発売中

ﾊﾞｰﾄﾞﾗﾝﾄﾞの子守歌 塚山ｴﾘｺ

ﾓｰﾆﾝ 松田昌

ﾄﾞﾝﾄ･ｹﾞｯﾄ･ｱﾗｳﾝﾄﾞ･ﾏｯﾁ･ｴﾆｰﾓｱ 松田昌

黒いｵﾙﾌｪ 佐々木昭雄

ﾅｲﾄ･ｲﾝ･ﾁｭﾆｼﾞｱ 佐々木昭雄

<8> ｸﾘｽﾏｽ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 販売終了

＜９＞ ｼﾞｬｽﾞ･ﾀｲﾑﾍﾞｽﾄ2 枯葉 塚山ｴﾘｺ 販売終了

A列車で行こう 塚山ｴﾘｺ

晴れた日に永遠が見える 松田昌 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢晴れた日に永遠が見える｣

ｻﾏｰﾀｲﾑ 松田昌

夜は千の眼を持つ 佐々木昭雄

ｽｶｲﾗｰｸ 佐々木昭雄

<10> 販売終了

<11> ｹﾞｰﾑﾐｭｰｼﾞｯｸ2 ﾋﾞﾋﾞのﾃｰﾏ 植松伸夫 ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅠⅩ｣ 販売終了

ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅠⅩ ﾊﾞﾄﾙ2～ﾌｧﾝﾌｧｰﾚ 植松伸夫 ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅠⅩ｣

ｸ族の沼～ｸｲﾅのﾃｰﾏ 植松伸夫 ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅠⅩ｣

破滅への使者 植松伸夫 ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅠⅩ｣

その扉の向こうに～Final Fantasy 植松伸夫 ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅠⅩ｣

Melodies Of Life 植松伸夫 ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅠⅩ｣

<12> 懐かしのTVﾃｰﾏ 8時だよ!全員集合ﾒﾄﾞﾚｰ TBS｢8時だよ!全員集合｣ 販売終了

西部警察PARTⅡﾃｰﾏ ﾜﾝﾀﾞﾌﾙ･ｶﾞｲｽﾞ ﾄﾞﾗﾏ｢西部警察｣

ｹﾞｰﾑﾐｭｰｼﾞｯｸ1 ﾄﾞﾗｺﾞﾝｸｴｽﾄⅧｴﾃﾞﾝの戦士たち



西遊記ﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢西遊記｣

ｽｰﾀﾞﾗ伝説より 植木等 ｢ｼｬﾎﾞﾝ玉ﾎﾘﾃﾞｰ｣

時代劇ﾒﾄﾞﾚｰ

ｳｨ!ｼｬﾊﾞﾀﾞﾊﾞ

<13> ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ･ 神々の詩 姫神 TBS｢神々の詩｣ 発売中

ﾐｭｰｼﾞｯｸ1 EYES ON ME featured in FINAL FANTASYⅧ ﾌｪｲ･ｳｫﾝ ｹﾞｰﾑ｢ﾌｧｲﾅﾙﾌｧﾝﾀｼﾞｰⅧ｣

溢れる愛の中でも ｱﾝﾄﾞﾚ･ｷﾞｬﾆｵﾝ

New ASIA 東儀秀樹 NHK｢新ｱｼﾞｱ発見｣

ﾎﾟｰﾘｭｼｶ･ﾎﾟｰﾚ ｵﾘｶﾞ ﾄﾞﾗﾏ｢青の時代｣

世紀末の詩 千住明 ﾄﾞﾗﾏ｢世紀末の詩｣

<14> ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ･ ｴﾄﾋﾟﾘｶ 葉加瀬太郎 TBS｢情熱大陸｣ 販売終了

ﾐｭｰｼﾞｯｸ2 ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ 古澤巌&ｱｻﾄﾞ兄弟 映画｢ﾆｭｰ･ｼﾈﾏ･ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ｣

ﾘﾍﾞﾙﾀﾝｺﾞ ﾖｰﾖｰ･ﾏ CM｢ｻﾝﾄﾘｰﾛｰﾔﾙ｣

愛を奏でて ｴﾝﾆｵ･ﾓﾘｺｰﾈ 映画｢海の上のﾋﾟｱﾆｽﾄ｣

ﾛｰｽﾞ ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾎｰﾅｰ 映画｢ﾀｲﾀﾆｯｸ｣

ｿﾝｸﾞ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ 鳥山雄司 TBS｢世界遺産｣

<15> ﾃﾚﾋﾞ･ﾃｰﾏ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ2 ｢HERO｣-Main Title- 服部隆之 ﾄﾞﾗﾏ｢HERO｣ 販売終了

地球に乾杯 羽毛田丈史 NHK｢地球に乾杯｣

地上の星 中島みゆき NHK｢ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄX｣

ﾊﾟﾘは燃えているか 加古隆 NHK｢映像の世紀」

渡る世間は鬼ばかり 羽田健太郎 TBS｢渡る世間は鬼ばかり｣

情熱大陸 葉加瀬太郎 TBS｢情熱大陸｣

<16> TV&CMｾﾚｸｼｮﾝ ﾄﾞｩ･ｳｨ･ﾛｯｸ ﾎﾟｲﾝﾄ･ﾌﾞﾚｲｸ CM｢Roots｣ 発売中

ﾀｲﾑ･ﾄｩ･ｺﾞｰ ﾌﾙ･ﾑｰﾝ CM｢描いた未来｣

ｱｲﾑ･ﾉｯﾄ･ｲﾝ･ﾗｳﾞ 10ｃｃ CM｢日産ｽｶｲﾗｲﾝ｣

S.O.S. ｱﾊﾞ ﾄﾞﾗﾏ｢ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ･ｵﾝｻﾞ･ｼｮｰﾄｹｰｷ｣

ｼﾝｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞ・ﾗﾌﾞ ｼﾞｮｰ･ﾘﾉｲｴ CM｢武富士｣

<17> ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ 婚礼の合唱 R.ﾜｰｸﾞﾅｰ 販売終了



結婚行進曲 F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ

越天楽 日本古曲

さくらさくら 日本古謡

乾杯の歌 G.F.F.ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ

愛のあいさつ E.ｴﾙｶﾞｰ

愛の夢 F.ﾘｽﾄ

らいおんﾊｰﾄ～Everything SMAP&MISIA

ｲﾌ･ｳｨ･ﾎｰﾙﾄﾞ･ｵﾝ･ﾄｩｹﾞｻﾞｰ ﾀﾞｲｱﾅ･ﾛｽ

虹の彼方に 映画｢ｵｽﾞの魔法使い｣

<18> ﾗﾌﾞ&ﾊﾞﾗｰﾄﾞ ｲﾌ･ｳｨ･ﾎｰﾙﾄﾞ･ｵﾝ･ﾄｩｹﾞｻﾞｰ ﾀﾞｲｱﾅ･ﾛｽ 販売終了

Everything MISIA

ﾗﾌﾞ ｼﾞｮﾝ･ﾚﾉﾝ

愛を感じて 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣

ﾏｲ･ﾊｰﾄ･ｳｨﾙ･ｺﾞｰ･ｵﾝ ｾﾘｰﾇ･ﾃﾞｨｵﾝ 映画｢ﾀｲﾀﾆｯｸ｣

ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞﾒﾄﾞﾚｰ ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

<19> ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ･ ｵﾘﾉｺ･ﾌﾛｳ ｴﾝﾔ 販売終了

ﾐｭｰｼﾞｯｸ3 ｴｽﾄﾚｲﾔ 喜多郎

ﾑｰﾝ･ﾗｲﾄｾﾚﾅｰﾃﾞ 小野ﾘｻ CM｢三菱ﾊﾟｼﾞｪﾛ｣

ｽｶﾎﾞﾛｰ･ﾌｪｱ ｻﾗ･ﾌﾞﾗｲﾄﾏﾝ

ﾘﾄﾙ･ｽｺﾃｨｯｼｭ･ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ ｳﾞｧﾈｯｻ･ﾒｲ

星空につつまれて 東儀秀樹 NHK｢宇宙～未知への大紀行｣

<20> 懐かしのｱﾆﾒ 販売終了

<21> ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ･ ｵﾘﾉｺ･ﾌﾛｳ ｴﾝﾔ 販売終了

ﾐｭｰｼﾞｯｸ4 ｴｽﾄﾚｲﾔ 喜多郎

ﾑｰﾝﾗｲﾄ･ｾﾚﾅｰﾃﾞ 小野ﾘｻ CM｢三菱ﾊﾟｼﾞｪﾛ｣

ｽｶﾎﾞﾛｰ･ﾌｪｱ ｻﾗ･ﾌﾞﾗｲﾄﾏﾝ

ﾘﾄﾙ･ｽｺﾃｨｯｼｭ･ﾌｧﾝﾀｼﾞｰ ｳﾞｧﾈｯｻ･ﾒｲ

星につつまれて 東儀秀樹 NHK｢宇宙～未知への大紀行｣



<22> ｸﾗｼｯｸ･ｲﾝ･ｼﾞｬｽﾞ ﾀﾞｯﾀ人の踊り～歌劇｢ｲｰｺﾞﾘ公｣より A.P.ﾎﾞﾛﾃﾞｨﾝ 歌劇｢ｲｰｺﾞﾘ公｣ 発売中

ﾒﾇｴｯﾄ ﾄ長調 J.S.ﾊﾞｯﾊ

花のﾜﾙﾂ～組曲｢くるみ割り人形｣より P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧｰﾇ M.ﾗｳﾞｪﾙ

ﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲 第5番 J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ

ﾉｸﾀｰﾝ 第2番 F.ｼｮﾊﾟﾝ

<23> ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 販売終了

<24> 千と千尋の神隠し いつも何度でも 木村弓 映画｢千と千尋の神隠し｣ 販売終了

竜の少年 久石譲 映画｢千と千尋の神隠し｣

神さま達 久石譲 映画｢千と千尋の神隠し｣

あの夏へ 久石譲 映画｢千と千尋の神隠し｣

ふたたび 久石譲 映画｢千と千尋の神隠し｣

いつも何度でも～いのちの名前ﾒﾄﾞﾚｰ 木村弓～久石譲 映画｢千と千尋の神隠し｣

<25> ｼﾞｬｽﾞ&ﾌｭｰｼﾞｮﾝ2 A列車で行こう ｼｶｺﾞ 発売中

ﾃﾝﾀﾞﾘｰ

ﾗﾌﾟｿﾃﾞｨｰ･ｲﾝ･ﾌﾞﾙｰ ﾃﾞｵﾀｰﾄﾞ

ｿｰ･ﾎﾜｯﾄ ﾛﾆｰ･ｼﾞｮｰﾀﾞﾝ

ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ第1楽章 NOBU-SONS

ﾂｧﾗﾄｩｽﾄﾗはかく語りき ﾃﾞｵﾀｰﾄﾞ

<26> ﾌｧﾝｷｰ･ﾌﾞﾗｽ2 ｷｬﾗﾊﾞﾝ ｼｶｺﾞ 発売中

ｻﾞ･ﾁｷﾝ ｼﾞｬｺ･ﾊﾟｽﾄﾘｱｽ

ﾑｰﾝ･ﾘﾊﾞｰ ｻﾞ･ｽｰﾊﾟｰ･ｾﾌﾟﾃｯﾄﾞ 映画｢ﾃｨﾌｧﾆｰで朝食を」

007～ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾃｰﾏ 熱帯ｼﾞｬｽﾞ楽団 映画｢007｣

ｻｯｸｽ･ｱ･ｺﾞｰｺﾞｰ ｷｬﾝﾃﾞｨｰ･ﾀﾞﾙﾌｧｰ

ﾊﾞｰﾄﾞﾗﾝﾄﾞ ﾒｲﾅｰﾄﾞ･ﾌｧｰｶﾞｿﾝ

<27> ｼﾈﾏ ﾀｰﾐﾈｰﾀｰのﾃｰﾏ 映画｢ﾀｰﾐﾈｰﾀｰ｣ 発売中

ﾀﾗのﾃｰﾏ 映画｢風と共に去りぬ｣

Summer 久石譲 映画｢菊次郎の夏｣



卵の旅 映画｢ﾀﾞｲﾅｿｰ｣

ｱﾒﾘｶﾝ･ｼﾝﾌｫﾆｰ 映画｢陽のあたる教室｣

11人のｶｳﾎﾞｰｲ序曲 映画｢11人のｶｳﾎﾞｰｲ｣

<28> 洋楽ﾋｯﾄ･ｿﾝｸﾞ80's 愛と青春の旅立ち ｼﾞｮｰ･ｺｯｶｰ&ｼﾞｪﾆﾌｧｰ･ｳｫｰﾝｽﾞ 映画｢愛と青春の旅立ち｣ 販売終了

ﾘｳﾞｫﾝ･ｵﾝ･ｱ･ﾌﾟﾚｲﾔｰ ﾎﾞﾝ･ｼﾞｮｳﾞｨ

愛のﾊｰﾓﾆｰ ﾃﾞｨｵﾝﾇ&ﾌﾚﾝｽﾞ 映画｢ﾗﾌﾞINﾆｭｰﾖｰｸ｣

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ･ｱｲｽﾞ ﾀﾞﾘﾙ･ﾎｰﾙ&ｼﾞｮﾝ･ｵｰﾂ

ｳｨ･ｱｰ･ｻﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ USA･ﾌｫｰ･ｱﾌﾘｶ

ｽﾘﾗｰ ﾏｲｹﾙ･ｼﾞｬｸｿﾝ

<29> ｺﾞｽﾍﾟﾙ ｵｰ･ﾊｯﾋﾟｰ･ﾃﾞｲ 映画｢天使にﾗﾌﾞ･ｿﾝｸﾞ2｣ 販売終了

よろこびの歌 映画｢天使にﾗﾌﾞ･ｿﾝｸﾞ2｣

ﾊﾚﾙﾔ!

ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｲｽ

主は雀を見守り給う 映画｢天使にﾗﾌﾞ･ｿﾝｸﾞ2｣

ﾍｲﾙ･ﾎｰﾘｰ･ｸｲｰﾝ 映画｢天使にﾗﾌﾞ･ｿﾝｸﾞ2｣

<30> ｱﾆﾒ2 販売終了

<31> ｼﾞｬｽﾞ ｻﾏｰﾀｲﾑ 倉沢大樹 ｵﾍﾟﾗ｢ﾎﾟｰｷﾞｰとﾍﾞｽ｣ 発売中

酒とﾊﾞﾗの日々 倉沢大樹 映画｢酒とﾊﾞﾗの日々｣

ﾎｴﾝ･ｱｲ･ﾌｫｰﾙｲﾝ･ﾗﾌﾞ 倉沢大樹 映画｢零号作戦｣

ｵﾝ･ｸﾞﾘｰﾝ･ﾄﾞﾙﾌｨﾝ･ｽﾄﾘｰﾄ 倉沢大樹 映画｢ﾍﾟｰﾊﾟｰﾑｰﾝ｣

ｲｯﾂ･ｵﾝﾘｰ･ｱ･ﾍﾟｰﾊﾟｰﾑｰﾝ 倉沢大樹 映画｢ﾍﾟｰﾊﾟｰﾑｰﾝ｣

昔はよかったね 倉沢大樹

<32> ﾃﾚﾋﾞ･ﾃｰﾏ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ3 颯流 大河ﾄﾞﾗﾏ｢利家とまつ～加賀百万石物語～｣ 発売中

～NHKｾﾚｸｼｮﾝ～ まつのﾃｰﾏ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢利家とまつ～加賀百万石物語～｣

Planet of  Life～未知への贈り物～ NHK｢生命～40億年はるかな旅～｣

変革の世紀-未知への贈り物～ NHK｢変革の世紀｣

SAKURA 連続ﾃﾚﾋﾞ小説｢さくら｣

元禄繚乱ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢ｶ元禄繚乱｣



<33> ｸﾘｽﾏｽ･ｼﾞｬｽﾞ 販売終了

<34> ｶﾌｪ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ Happy Valley orange pekoe CM｢C'BON化粧品｣ 発売中

おいしい水 ｱﾅ･ｶﾗﾝ

(They Long To Be)Close To You paris match

男と女 ｸﾚﾓﾝﾃｨｰﾇ

I am with you 吉澤はじめ CM｢森永乳業ｶﾌｪﾗｯﾃ｣

ｲﾊﾟﾈﾏの娘

<35> ｸﾗﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ ﾆｭｰ･ﾓｰﾆﾝｸﾞ 発売中

ﾊﾞﾄｩｶｰﾀﾞ

ｴﾑ･ｼﾞｰ･ﾌｫｰ･ﾋﾞｰ･ﾋﾞｰ

ﾕｰ･ｷｬﾝ･ｼｰ･ｻﾞ･ﾗｲﾄ

ｽﾋﾟﾆﾝｸﾞ･ﾎｲｰﾙ

ﾎﾟﾝﾀ･ｼﾞ･ｱﾚｲｱ

<36> ﾋﾟｱﾆｽﾞﾑ 何か素敵なことが 西村由紀江 発売中

Wishing Well 塩谷　哲

Armando's Rhumba ﾁｯｸ･ｺﾘｱ

愛しのｸﾘｽﾃｨｰﾇ ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｸﾞﾚﾀﾞｰﾏﾝ

潮騒 ｱﾝﾄﾞﾚ･ｷﾞｬﾆｵﾝ

Winter Games ﾃﾞｳﾞｨｯﾄﾞ･ﾌｫｽﾀｰ

<37> ｳｨﾝﾄﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ 星条旗よ永遠なれ ｽｰｻﾞ 販売終了

ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ･ｸﾞﾗﾌｨﾃｨｰⅧ-ｳﾙﾄﾗ大行進!-

組曲｢道化師｣作品26より``道化師のｷﾞｬﾛｯﾌﾟ'' ｶﾊﾞﾚﾌｽｷｰ

｢ｺﾝﾊﾞｯﾄ｣のﾏｰﾁ ﾄﾞﾗﾏ｢ｺﾝﾊﾞｯﾄ｣

ﾎﾞｲｼﾞｬｰ

ｱﾌﾘｶﾝ･ｼﾝﾌｫﾆｰ

<38> ﾗﾌﾞ･ｻｳﾝｽﾞ ｱﾛｰﾝ･ｱｹﾞｲﾝ ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ･ｵｻﾘﾝ 発売中

～Gread5ｾﾚｸｼｮﾝ～ 僕の歌は君の歌 ｴﾙﾄﾝ･ｼﾞｮﾝ

ｲｴｽﾀﾃﾞｨ･ﾜﾝｽ･ﾓｱ ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ



ｳｨｽﾞｱｳﾄ･ﾕｰ ﾆﾙｿﾝ

ｲｯﾂ･ﾄｩ･ﾚｲﾄ ｷｬﾛﾙ･ｷﾝｸﾞ

ｻﾝｼｬｲﾝ ｽﾃｨｰｳﾞｨｰ･ﾜﾝﾀﾞｰ

二人だけ ﾎﾞｽﾞ･ｽｷｬｯｸﾞｽ

<39> Rock ｳﾞｧﾝ･ﾍｲﾚﾝ★ﾒﾄﾞﾚｰ ｳﾞｧﾝ･ﾍｲﾚﾝ 発売中

ｱｰﾛﾝ/ﾊｰﾄ

青い影/ﾌﾟﾛｺﾙ･ﾊﾙﾑ

ﾊﾞｰﾝ-紫の炎- ﾃﾞｨｰﾌﾟ･ﾊﾟｰﾌﾟﾙ

ﾙｰｽﾞ･ｷｬﾉﾝ ｼﾞｪﾌ･ﾍﾞｯｸ

ｽﾒﾙ･ﾕｱｾﾙﾌ ｽﾃｨｰｳﾞ･ﾙｶｻｰ&ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｳｨﾝﾀｰ

<40> 南の島から 発売中

<41> ﾎﾟｯﾌﾟ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾛﾝﾄﾞﾝﾃﾞﾘｰの歌 発売中

ｵｰ･ｿﾚ･ﾐｵ

ｸﾞﾘｰﾝｽﾘｰﾌﾞｽ

大きな古時計

わらの中の七面鳥

黒い瞳

<42> ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ 舞踏会の美女 ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ 発売中

作品集 ﾜﾙﾂｨﾝｸﾞ･ｷｬｯﾄ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

ｼﾝｺﾍﾟｲﾃｯﾄﾞ･ｸﾛｯｸ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

ﾌﾟﾘﾝｸ･ﾌﾟﾚﾝｸ･ﾌﾟﾗﾝｸ ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

ﾄﾗﾝﾍﾟｯﾄ吹きの休日 ﾙﾛｲ･ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ

<43> ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ･ﾊﾞｲｵﾘﾝ 冷静と情熱のあいだ 葉加瀬太郎 発売中

白鳥の湖 ｸﾗｲｽﾞﾗｰ&ｶﾝﾊﾟﾆｰ

ﾊﾟｯｼｮﾝ(ｱﾙﾋﾞﾉｰﾆ:ｱﾀﾞｰｼﾞｮ) 川井郁子

慕情 寺井尚子

Simba 高嶋さち子



風のおくりもの 中西俊博

<44> ﾃﾚﾋﾞ･ﾃｰﾏ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ4 ｽﾞｰﾑｲﾝ!!朝! NHK｢ｽﾞｰﾑｲﾝ!!朝!｣ 発売中

Departure ﾄﾞﾗﾏ｢GOOD LUCK!!｣

ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞのﾃｰﾏ ﾄﾞﾗﾏ｢ｻﾝﾀﾞｰﾊﾞｰﾄﾞ｣

Anitique Mystic ﾄﾞﾗﾏ｢ﾄﾘｯｸ｣

ﾚｯﾂ･ｺﾞｰ!永田町ﾒｲﾝﾃｰﾏ ﾄﾞﾗﾏ｢ﾚｯﾂ･ｺﾞｰ!永田町｣

CHASER T-SQUARE ｽﾎﾟｰﾂ中継｢ﾂｰﾙﾄﾞ･ﾌﾗﾝｽ｣

<45> 世界に一つだけの花 世界に一つだけの花 SMAP 販売終了

～Gread5ｾﾚｸｼｮﾝ～ ｾﾛﾘ SMAP

夜空のﾑｺｳ SMAP

ｵﾚﾝｼﾞ SMAP

BEST FRIEND SMAP

らいおんﾊｰﾄ SMAP

<46> 日本のうた 販売終了

<47> ﾃﾚﾋﾞ･ﾃｰﾏ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ5 C.X.～Rhythm And Police～Love Somebodyﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢踊る大捜査線｣ 販売終了

TAKUMI/匠 松谷卓 ﾃﾚﾋﾞ朝日｢大改造!!劇的ﾋﾞﾌｫｰｱﾌﾀｰ｣

Starneon 小松亮太&鳥山雄司 ｢ｽｰﾊﾟｰJﾁｬﾝﾈﾙ｣

Tank! 　 ｱﾆﾒ｢COWBOY BEBOP｣

十二幻夢曲 ｱﾆﾒ｢十二国記｣

Inscrutable Battle 松谷卓 ﾃﾚﾋﾞ朝日｢大改造!!劇的ﾋﾞﾌｫｰｱﾌﾀｰ｣

<48> ｱｼﾞｱﾝ･ｻｳﾝﾄﾞ 蘇州夜曲 ﾁｪﾝ･ﾐﾝ 発売中

蒼き海の道 東儀秀樹

ｼﾙｸﾛｰﾄﾞ 喜多郎

游-YUU- 上妻宏光

ｱﾘﾗﾝ

童心-FANTASIA- ｳｰ･ﾌｧﾝ

<49> JABARA～ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ 霖雨 coba&ﾁｪﾝ･ﾐﾝ 日本ﾃﾚﾋﾞ｢おしゃれｶﾝｹｲ｣ 発売中

&ﾊﾞﾝﾄﾞﾈｵﾝ～ ﾊﾟﾘの空の下 映画｢巴里の空の下ｾｰﾇは流れる｣



情熱大陸 小松亮太 TBS｢情熱大陸｣

ｴﾙ･ﾁｮｸﾛ

ﾌﾞﾙｰｾﾞｯﾄ 桑山哲也

ﾊﾟﾅｯｼｪに歪む町 coba&ﾁｪﾝ･ﾐﾝ

<50> ﾗﾌﾞ･ｻｳﾝｽﾞ2 愛のﾃｰﾏ ﾊﾞﾘｰ･ﾎﾜｲﾄ 発売中

～Gread5ｾﾚｸｼｮﾝ～ 愛はかげろうのように ｼｬｰﾘｰﾝ

すべてをあなたに ﾎｲｯﾄﾆｰ･ﾋｭｰｽﾄﾝ

ｺﾊﾟｶﾊﾞｰﾅ ﾊﾞﾘｰ･ﾏﾆﾛｳ

愛は夢の中に ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ

幸せの黄色いﾘﾎﾞﾝ ﾄﾆｰ･ｵｰﾗﾝﾄﾞ&ﾄﾞｰﾝ

ﾐｽﾞ･ﾕｰ･ﾗｲｸ･ｸﾚｲｼﾞｰ ﾅﾀﾘｰ･ｺｰﾙ

<51> ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ5 Angel The Sky 葉加瀬太郎  大王製紙｢ｴﾘｴｰﾙﾚﾃﾞｨｰｽｵｰﾌﾟﾝ｣ﾃｰﾏ 発売中

永久の愛(紀行のﾃｰﾏ) 渡辺俊幸feat．樫本大進 大河ﾄﾞﾗﾏ｢利家とまつ～加賀百万石物語｣

put your hands up 曹　雪晶 TBS｢筑紫哲也NEWS23｣

目覚め～ﾈｽｶﾌｪ･ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌﾞﾚﾝﾄﾞのﾃｰﾏ 小松亮太 CM｢ﾈｽｶﾌｪ･ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌﾞﾚﾝﾄﾞ｣

流転の王妃･最後の皇弟ﾒｲﾝﾃｰﾏ 葉加瀬太郎 ﾄﾞﾗﾏ｢流転の王妃･最後の皇弟｣

文明の道 羽毛田丈史 NHK｢文明の道｣

<52> ﾃﾚﾋﾞ･ﾃｰﾏ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ6 ｢新撰組!｣ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ 服部隆之 大河ﾄﾞﾗﾏ｢新撰組!｣ 発売中

～NHKｾﾚｸｼｮﾝ2～ THE INNERS 久石譲 NHK｢驚異の小宇宙･人体｣

冬のｿﾅﾀﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢冬のｿﾅﾀ｣

君を信じて 千住明 連続ﾃﾚﾋﾞ小説｢ほんまもん｣

｢おしん｣ﾒｲﾝﾃｰﾏ 連続ﾃﾚﾋﾞ小説「おしん｣

秀吉 大河ﾄﾞﾗﾏ｢秀吉｣

<53> ｼﾈﾏ2 決闘～彼こそが海賊ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ呪われた海賊たち｣ 販売終了

霧の境界線～ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｰﾙ号ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾊﾟｲﾚｰﾂ･ｵﾌﾞ･ｶﾘﾋﾞｱﾝ呪われた海賊たち｣

I Believe 映画｢猟奇的な彼女｣

仁義なき戦いのﾃｰﾏ～新･仁義なき戦いのﾃｰﾏﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢新･仁義なき戦い/ｷﾙ･ﾋﾞﾙ1｣

THE MAIKU HAMA THEME 映画｢私立探偵濱ﾏｲｸｼﾘｰｽﾞ｣



The Whole Nine Yards～Opening Title～冷静と情熱のあいだﾒﾄﾞﾚｰ 良俣良 映画｢冷静と情熱のあいだ｣

<54> J-ﾌｭｰｼﾞｮﾝ ﾊﾚ ｶｼｵﾍﾟｱ 発売中

ｾﾚﾈ ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾝ

ﾋﾞｯﾄｳｨｰﾝ･ｻﾞ･ｽｶｲ･ｱﾝﾄﾞ･ｻﾞ･ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ ﾅﾆﾜｴｷｽﾌﾟﾚｽ

ｵｰﾙ･ｱﾊﾞｳﾄ･ﾕｰ ｻﾞ･ｽｸｴｱ

ﾐ･ｱﾓｰﾚ 松岡直也

ｱﾝﾄﾞ･ﾕｰ? 本田雅人

<55> ﾋﾞｯｸ･ﾊﾞﾝﾄﾞ･ｼﾞｬｽﾞ ｸﾞﾚﾝ･ﾐﾗｰﾒﾄﾞﾚｰ ｸﾞﾚﾝ･ﾐﾗｰ 発売中

ｽｳｨﾝｸﾞしなけりゃ意味ないね ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾘﾝﾄﾝ

ﾎﾞｰﾝ･ﾄｩ･ﾗｳﾞ･ﾕｰ ﾌﾚﾃﾞｨｰ･ﾏｰｷｭﾘｰ

故郷の空

私のお気に入り ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｻｳﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ｣

ﾓｰﾒﾝﾂ･ﾉｰﾃｨｽ ｼﾞｮﾝ･ｺﾙﾄﾚｰﾝ

<56> ﾃﾚﾋﾞ･ﾃｰﾏ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ7 Road Of Gokusen-Return Version ﾄﾞﾗﾏ｢ごくせん｣ 発売中

その時歴史が動いた　ｴﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾃｰﾏ NHK｢その時歴史が動いた｣

Open Mind ﾃﾚﾋﾞ朝日｢報道STATION｣

伝説、そして神話へ～ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ～ 大河ﾄﾞﾗﾏ｢義経｣

炎上～蝶のﾜﾙﾂ～華のﾜﾙﾂﾒﾄﾞﾚｰ ﾄﾞﾗﾏ｢大奥　第一章｣

救命病棟24時-main theme- ﾄﾞﾗﾏ｢救命病棟24時｣

<57> J-ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾀﾙ 情熱大陸～ｴﾄﾋﾟﾘｶﾒﾄﾞﾚｰ 葉加瀬太郎 TBS｢情熱大陸｣ 販売終了

Dear modestman coba ﾃﾚﾋﾞ東京｢美の巨人たち｣

Oriental Wind 久石譲

energy flow～Asience-originalﾒﾄﾞﾚｰ 坂本龍一 栄養剤CM曲

ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ ｸﾗｲｽﾞﾗｰ&ｶﾝﾊﾟﾆｰ

<58> J-ﾛｯｸ&ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ Dreamland BENNIE K 発売中

My Way Def Tech

ﾗｳﾞ･ﾊﾟﾚｰﾄﾞ～お願い!ｾﾆｮﾘｰﾀ～花ﾒﾄﾞﾚｰ ORANGE RANGE

愛のﾊﾞｸﾀﾞﾝ B'ｚ



SCREAM GLAY×EXILE

Link L'Arc～en～Ciel 映画｢鋼の錬金術師ｼｬﾝﾊﾞﾗを征く者｣

<59> ﾐｭｰｼﾞｶﾙ2 ｱｲ･ｶﾞｯﾄ･ﾘｽﾞﾑ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｸﾚｲｼﾞｰ･ﾌｫｰ･ﾕｰ｣ 発売中

ﾏﾝﾏ･ﾐｰｱ! ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾏﾝﾏ･ﾐｰｱ!｣

ｵｰﾙ･ｻﾞｯﾄ･ｼﾞｬｽﾞ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｼｶｺﾞ｣

ﾜﾝ･ﾃﾞｲ･ﾓｱ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾚ･ﾐｾﾞﾗﾌﾞﾙ｣

ｷﾝｸﾞ･ｵﾌﾞ･ﾌﾟﾗｲﾄﾞ･ﾛｯｸ/ｻｰｸﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾗｲｵﾝｷﾝｸﾞ｣

ﾜﾝ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｺｰﾗｽﾗｲﾝ｣

<60> ﾀﾞﾝｽﾎﾟｯﾌﾟ･ｸﾗｼｯｸ ﾋﾟｱﾉ協奏曲第1番変ロ短調第1楽章 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 発売中

ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第14番｢月光｣第1楽章 L.v.ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

春 ｸﾗｲｽﾞﾗｰ&ｶﾝﾊﾟﾆｰ

ﾗﾃﾞﾂｷｰ行進曲 J.ｼｭﾄﾗｳｽ

交響曲第40番ト短調第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ

<61> ｸﾗﾌﾞ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ2 EVERYTHING NEEDS LOVE MONDO GROSSO 発売中

ﾁｭﾆｼﾞｱの夜

Love Addict 中島美嘉

Beyond the sunshine 吉澤はじめ

City Lights Fantastic Plastic Machine

Lupin The Third akiko ｱﾆﾒ｢ﾙﾊﾟﾝ三世｣

<62> ｳｨﾝﾄﾞ･ｵｰｹｽﾄﾗ2 ｱｳﾞｧﾏｰ序曲 ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾊﾞｰﾝｽﾞ 発売中

ｻﾝﾊﾞﾃﾞｱｲｰﾀﾞ

ｿｰﾗﾝ･ﾌｧﾝｸ　ﾊﾞﾝﾄﾞとｺｰﾗｽのための

ｽｰｻﾞﾒﾄﾞﾚｰ ｽｰｻﾞ

ﾌﾆｸﾘ･ﾌﾆｸﾗ狂詩曲

<63> ﾌﾞﾗｼﾞﾘｱﾝ ﾏｼｭ･ｹ･ﾅﾀﾞ 発売中

ｸﾘｽﾀﾙ･ﾄﾞﾘｰﾑ 小野ﾘｻ

ｳｪｰﾌﾞ ｱﾝﾄﾆｱ･ｶﾙﾛｽ･ｼﾞｮﾋﾞﾝ



ｶﾘｵｶの夜 ｼｳﾞｰｶ

恋のｶｰﾆｳﾞｧﾙ ｾﾙｼﾞｵ･ﾒﾝﾃﾞｽ

ｼﾞｪｯﾄの歌 ﾜﾙﾀｰ･ﾜﾝﾀﾞﾚｲ

<64> ｼﾈﾏ3 ｢ｽｰﾊﾟｰﾏﾝﾘﾀｰﾝｽﾞ｣ﾒｲﾝ･ﾃｰﾏ 映画｢ｽｰﾊﾟｰﾏﾝﾘﾀｰﾝｽﾞ｣ 販売終了

海猿 映画｢LIMIT OF LOVE海猿｣

｢ｹﾞﾄﾞ戦記｣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ｹﾞﾄﾞ戦記｣

決戦 映画｢ﾅﾙﾆｱ国物語/第１章ﾗｲｵﾝと魔女｣

ｼﾌﾘﾝ&ｳﾞｧﾘｴｰｼｮﾝｽﾞ 映画｢M：i：Ⅲ｣

<65> AOR ﾆｭｰﾖｰｸ･ｼﾃｨ･ｾﾚﾅｰﾃﾞ ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ｸﾛｽ 映画「ﾐｽﾀｰ･ｱｰｻｰ｣ 発売中

ﾊｰﾄ･ｵﾌﾞ･ﾏｲﾝ ﾎﾞﾋﾞｰ･ｺｰﾙﾄﾞｳｪﾙ

ﾎﾃﾙ･ｶﾙﾌｫﾙﾆｱ ｲｰｸﾞﾙｽ

ﾐﾆｯﾄ･ﾊﾞｲ･ﾐﾆｯﾄ ﾄﾞｩｰﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ

ｻｰﾌｻｲﾄﾞ･ﾌﾘｰｳｪｲ ｳﾞｪｲﾊﾟｰ･ﾄﾚｲﾙｽﾞ ｢ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄUSJ｣ﾃｰﾏ

ﾛｻﾞｰﾅ TOTO

<66> ﾌｧﾝｷｰ･ｵﾙｶﾞﾝ 超ｿｳﾙﾐｰﾃｨﾝ ﾕｱ･ｿﾝｸﾞ･ｲｽﾞ･ｸﾞｯﾄﾞ 発売中

ｽﾗｯﾌﾟﾄﾞ･ｼﾘｰ ﾅｲｱｼﾝ

ﾙﾉﾜｰﾙ 大高清美

ｾﾝﾄ･ﾙｲｽ･ﾌﾞﾙｰｽ ｼﾞﾐｰ･ｽﾐｽ

ｵｰﾊﾞｰｼﾞｮｲﾄﾞ ｽﾃｨｰｳﾞ･ﾜﾝﾀﾞｰ

ｵｰﾙ･ｱﾊﾞｳﾄ･ﾏｲ･ｶﾞｰﾙ ｼﾞﾐｰ･ﾏｸｸﾞﾘﾌ

<67> ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ ﾅｲﾄ･ﾊﾞｰｽﾞ ｼｬｶﾀｸ 発売中

ﾗｯｼｭ･ｱﾜｰ ﾎﾞﾌﾞ･ｼﾞｪｰﾑｽ

ｵﾚﾝｼﾞ･ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 渡辺貞夫

ﾌｨｰﾙ･ｿｰ･ｸﾞｯﾄﾞ ﾁｬｯｸ･ﾏﾝｼﾞｮｰﾈ

ﾏｳﾝﾃﾝ･ﾀﾞﾝｽ ﾃﾞｲﾌﾞ･ｸﾞﾙｰｼﾝ 映画｢恋におちて｣

ｽﾄﾘｰﾄ･ﾗｲﾌ ｸﾙｾｲﾀﾞｰｽ

<68> TV&CMｾﾚｸｼｮﾝ2 風林火山ﾒﾄﾞﾚｰ 千住明 大河ﾄﾞﾗﾏ｢風林火山」 発売中

ﾓﾝﾀｷﾞｭｰ家とｷｬﾋﾟｭﾚｯﾄ家 S.ﾌﾟﾛｺﾌｨｴﾌ CM｢ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾓﾊﾞｲﾙ｣



ﾒｲﾝﾃｰﾏ･ｵﾌﾞ･華麗なる一族 服部隆之 ﾄﾞﾗﾏ｢華麗なる一族｣

ﾘﾀｰﾝｽﾞﾒｲﾝﾃｰﾏ 山下康介 ﾄﾞﾗﾏ｢花より男子2｣

ﾗｳﾞｨﾝ･ﾕｰ･ﾍﾞｲﾋﾞｰ KISS CM｢Canon　EOSKiss｣

<69> ﾀﾞﾝｽ･ｸﾞﾙｰｳﾞ ﾀﾞﾝｽ･ｸﾗｼｯｸｽﾒﾄﾞﾚｰ 発売中

ｻﾀﾃﾞｲ･ｲﾝ･ｻﾞ･ﾊﾟｰｸ ｼｶｺﾞ

ﾊｲﾊﾟｰ･ﾕｰﾛﾋﾞｰﾄﾒﾄﾞﾚｰ

ﾀﾞﾝｽ･ﾐｯｸｽ･ｵﾍﾟﾗﾒﾄﾞﾚｰ

J-ﾃｸﾉ･ﾊｲﾊﾟｰﾐｯｸｽﾒﾄﾞﾚｰ2007

<70> ﾐｭｰｼﾞｶﾙ&ｼﾈﾏ ﾐｽ･ｻｲｺﾞﾝ　ﾒﾄﾞﾚｰ ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾐｽ･ｻｲｺﾞﾝ｣ 発売中

みんなｽﾀｰ! 映画｢ﾊｲｽｸｰﾙ･ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｣

ﾁｬｰﾘｰとﾁｮｺﾚｰﾄ工場ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾁｬｰﾘｰとﾁｮｺﾚｰﾄ工場｣

ﾕｰ･ｷｬﾝﾄ･ｽﾄｯﾌﾟ･ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄ 映画｢ﾍｱｽﾌﾟﾚｰ｣

闇が広がる ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｴﾘｻﾞﾍﾞｰﾄ｣

★アーチスト★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

ｸｲｰﾝ 販売終了

ｱｰｽ･ｳｨﾝﾄﾞ&ﾌｧｲｱ ｾﾌﾟﾃﾝﾊﾞｰ ｱｰｽ･ｳｨﾝﾄﾞ&ﾌｧｲｱｰ 販売終了

宇宙のﾌｧﾝﾀｼﾞｰ ｱｰｽ･ｳｨﾝﾄﾞ&ﾌｧｲｱｰ

ｹﾞｯﾀｳｪｲ ｱｰｽ･ｳｨﾝﾄﾞ&ﾌｧｲｱｰ

ｱﾌﾀｰ･ｻﾞ･ﾗｳﾞ･ﾊｽﾞ･ｺﾞｰﾝ ｱｰｽ･ｳｨﾝﾄﾞ&ﾌｧｲｱｰ

ﾚｯﾂ･ｸﾞﾙｰｳﾞ ｱｰｽ･ｳｨﾝﾄﾞ&ﾌｧｲｱｰ

ﾌﾞｷﾞｰ･ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ ｱｰｽ･ｳｨﾝﾄﾞ&ﾌｧｲｱｰ

販売終了

女子十二楽坊2 大峡谷 女子十二楽坊 発売中

～Shining Energy～ 輝煌 女子十二楽坊 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞ｢ｳﾁくる!?｣

いい日旅立ち 女子十二楽坊

明日への扉 女子十二楽坊

ﾘｰﾙ･ｱﾗｳﾝﾄﾞ･ｻﾞ･ｻﾝ 女子十二楽坊

女子十二楽坊～Beautiful Energy～



火 女子十二楽坊

販売終了

CHEMISTRY PIECES OF DREAM CHEMISTRY 発売中

Point of No Return CHEMISTRY

It Takes Two CHEMISTRY

Let'sGet together Now CHEMISTRY 日韓ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾃｰﾏ

You Go You way CHEMISTRY

君をさがしてた～Ｎｅｗ Jersey United～ CHEMISTRY ﾄﾞﾗﾏ｢ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾗﾝﾅｰ｣

Ｍｙ　Ｇｉｆｔ to You CHEMISTRY

T-SQUARE 販売終了

DREAMS COME TRUE 販売終了

東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ 美しく燃える森 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ CM｢氷結果汁｣ 発売中

ｵｰｹｽﾄﾗ ﾎｰﾙ ｲﾝ ﾜﾝ 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ

ﾊﾟﾝﾄﾞﾗﾀｲﾑｽﾞ 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ

花ふぶき～愛だろ、愛っ。～ 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ ｶｸﾃﾙCM

ﾄﾞｷﾄﾞｷTIME 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ

DOWN BEAT STOMP 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ

ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｺｰ 太陽のかけら ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｺ- 販売終了

ﾊﾆｰｻｯｸﾙ Happy Valley ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｺ-

ｻﾝｸﾁｭｱﾘ ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｺ-

やわらかな夜 ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｺ-

LOVE LIFE ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｺ-

Honeysuckle ｵﾚﾝｼﾞﾍﾟｺ-

宇多田ﾋｶﾙ traveling 宇多田ﾋｶﾙ 携帯電話CM 販売終了

　｢DEEP RIVER｣ Deep River 宇多田ﾋｶﾙ

光 宇多田ﾋｶﾙ ｹﾞｰﾑ｢KINGDAM HEARTS｣

SAKURAﾄﾞﾛｯﾌﾟｽ 宇多田ﾋｶﾙ ﾄﾞﾗﾏ｢First Love｣

Letters 宇多田ﾋｶﾙ

PE'Z　九月の空-KUGATSU NO SOLA-



FINAL DISTANCE 宇多田ﾋｶﾙ

宇多田ﾋｶﾙ　｢Distance｣ 販売終了

熱帯JAZZ楽団 ｴﾎﾟｶ･ﾃﾞ･ｵﾛ 熱帯JAZZ楽団 発売中

ﾋﾞﾀｰ･ｽｨｰﾄ･ﾎﾞﾝﾊﾞ(ﾋﾞﾀｰ･ｽｳｨｰﾄ･ｻﾝﾊﾞ) 熱帯JAZZ楽団 ﾗｼﾞｵ｢ｵｰﾙﾅｲﾄﾆｯﾎﾟﾝ｣

ｽﾌﾟﾗｯｼｭ 熱帯JAZZ楽団

踊り明かそう 熱帯JAZZ楽団 映画｢ﾏｲ･ﾌｪｱ･ﾚﾃﾞｨｰ｣

ｵﾊﾞﾀﾗ 熱帯JAZZ楽団

ｳﾞｨｰﾅｽ 熱帯JAZZ楽団

ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｾﾞｾﾚｸｼｮﾝ1 ﾍｲ･ｼﾞｭｰﾄﾞ ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ 販売終了

ﾌｰﾙ･ｵﾝ･ｻﾞ･ﾋﾙ ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ 映画｢ﾏｼﾞｶﾙ･ﾐｽﾃﾘｰ･ﾂｱｰ｣

ﾍﾟﾆｰ･ﾚｲﾝ ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ 映画｢ﾏｼﾞｶﾙ･ﾐｽﾃﾘｰ･ﾂｱｰ｣

ｹﾞｯﾄ･ﾊﾞｯｸ ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ

ザ･ﾛﾝｸﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾛｰﾄﾞ ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ

ﾚｯﾄ･ｲｯﾄ･ﾋﾞｰ ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ

ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｾﾞｾﾚｸｼｮﾝ2 ｲｴｽﾀﾃﾞｨ ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ 販売終了

ｴﾘﾅｰ･ﾘｸﾞﾋﾞｰ ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ 映画｢ｲｴﾛｰ･ｻﾌﾞﾏﾘﾝ｣

ﾐｯｼｪﾙ ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ

ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞがやって来るﾔｧ!ﾔｧ!ﾔｧ! ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ 映画｢ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞがやって来るﾔｧ!ﾔｧ!ﾔｧ!｣

ﾉｰｳｪｯｼﾞｱﾝ･ｳｯﾄﾞ(ﾉﾙｳｪｰの森) ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ

ﾄﾞﾗｲｳﾞ･ﾏｲ･ｶｰ ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ

松田昌作品集 ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾊﾟｯｼｮﾝ･ｽﾄﾘｰﾄ 松田昌 発売中

蜃気楼 松田昌

道 松田昌

ｻﾝ･ｶﾝﾄﾘｰ 松田昌

DA～ASIAN POWER～ﾊﾟﾙﾋﾟﾆｵﾝ～打 松田昌

彼方へ 松田昌

Coba déjà vuがにげる頃 coba 日本ﾃﾚﾋﾞ｢おしゃれｶﾝｹｲ｣ 発売中

過ぎ去りし永遠の日々 coba 日本ﾃﾚﾋﾞ｢おしゃれｶﾝｹｲ｣



SARA coba

愛しのｼﾞｬｸﾘｰﾇ coba

TANGO-眠らない夜のために- coba

ゆがんだ時計 coba

S.E.N.S 海神 S.E.N.S. NHK｢海のｼﾙｸﾛｰﾄﾞ｣ 発売中

Palace Memories NHK｢故宮｣

Aurora CM｢ｼｰﾊﾞｽﾘｰｶﾞﾙ｣

Flying ﾄﾞﾗﾏ｢ﾐｾｽｼﾝﾃﾞﾚﾗ｣

ForbiddenLove ﾄﾞﾗﾏ｢二千年の恋｣

人と時と風の中へ CM｢ｵﾝﾜｰﾄﾞ　組曲｣

MISIA つつみ込むように・・・ MISIA 販売終了

陽のあたる場所 MISIA

THE GLORY DAY MISIA

BELIEVE MISIA

忘れない日々 MISIA

ESCAPE MISIA

Everything MISIA ﾄﾞﾗﾏ｢やまとなでしこ｣

中村幸代「Harvest」 Grace～We are one～ 中村幸代 長野ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ 販売終了

River land 中村幸代 BS-i｢清流伝説～椎名誠が見つめた命の水の流れ～｣

紫苑 中村幸代 NHK｢国宝探訪｣

What I live for 中村幸代 ﾄﾞﾗﾏ｢金曜日の恋人たちへ｣

Legend 中村幸代 京都ﾃﾚﾋﾞ｢世界歴史都市紀行･ﾘｽﾞﾑ～都市の息づかい～｣

the story of Round Dance 中村幸代 ﾄﾞﾗﾏ｢はみだし刑事情熱系PART1｣

服部克久 自由の大地 服部克久 TBS｢新世界紀行｣ 販売終了

「音楽畑」BEST 5月の草原は愛に包まれて 服部克久

銀河伝承 服部克久

ﾙ･ﾛｰﾇ(河) 服部克久

夜明けのﾏﾝﾊｯﾀﾝ 服部克久



倖せのｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ 服部克久

葉加瀬太郎 販売終了

ﾋﾞﾘｰ･ｼﾞｮｴﾙ Honesty BILLY JOEL 販売終了

Ｍｙ Life BILLY JOEL

The Stranger BILLY JOEL

Just The Way You Are BILLY JOEL

Piano Man BILLY JOEL

New York State Of Mind BILLY JOEL

平井堅 瞳をとじて 平井堅 映画｢世界の中心で、愛をさけぶ」 発売中

Love Love Love 平井堅

ｷﾐはともだち 平井堅 ﾄﾞﾗﾏ｢ﾜﾝﾀﾞﾌﾙﾗｲﾌ｣

思いがかさなるその前に・・・ 平井堅 自動車CM

Ring 平井堅

ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙ 平井堅

槇原敬之 販売終了

★パーソナル★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

佐々木昭雄 The Shadow Of Your Smile 佐々木昭雄 映画「いそしぎ｣ 発売中

「いそしぎ」～featuring I Can'tGet Started(With You) 佐々木昭雄 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｼﾞｰｸﾌｪﾙﾄﾞ･ﾌｫﾘｰｽﾞ｣

JAZZ ORGAN～ Soul Eyes 佐々木昭雄

In A Mellow Tone 佐々木昭雄

All The Way 佐々木昭雄 映画｢抱擁｣

Lover Come Back To Me 佐々木昭雄 映画｢ﾆｭｰ･ﾑｰﾝ｣

佐々木昭雄2 ﾃﾞｻﾌｨﾅｰﾄﾞ 佐々木昭雄 発売中

～ｼﾞｬｽﾞ･ﾀｲﾑ･ｾｸｼｮﾝ～ ﾄﾘｽﾃｰｻﾞ 佐々木昭雄

ﾄﾞﾙﾌｨﾝ･ﾀﾞﾝｽ 佐々木昭雄

愚かなりわが心 佐々木昭雄 映画｢愚かなりわが心｣

ﾃﾙ･ﾐｰ･ｱ･ﾍﾞｯﾄﾞﾀｲﾑ･ｽﾄｰﾘｰ 佐々木昭雄



ﾅｲﾄ･ﾚｲﾝ 佐々木昭雄

渡辺睦樹「ﾄﾛｲﾒﾗｲ」 ｢子供の情景｣よりﾄﾛｲﾒﾗｲ ｼｭｰﾏﾝ 発売中

3つのﾛﾏﾝｽ第2曲嬰ﾍ長調 ｼｭｰﾏﾝ

楽興の時第3番へ短調 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

楽興の時第5番へ短調 ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第14番嬰ﾊ短調｢月光｣第1楽章 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝ

｢森の情景｣より予言の鳥 ｼｭｰﾏﾝ

｢森の情景｣より狩の歌｣ ｼｭｰﾏﾝ

渡辺睦樹 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ J.ｱﾙｶﾃﾞﾙﾄ 発売中

「ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ　ｴﾃﾙﾅ」 ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ J.S.ﾊﾞｯﾊ/C.F.ｸﾞﾉｰ

ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ G.ｶｯﾁｰﾆ

ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ･ｽﾃﾗ A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ

ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ P.ﾏｽｶｰﾆ

ｱｳﾞｪ･ﾏﾘｱ F.ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

窪田宏BEST THE ELECTRIC FUTURE 窪田宏 販売終了

CHINA JUNK 窪田宏

CAMP BEETLE 窪田宏

AIAI-GASA 窪田宏

MARBLE MARBLE 窪田宏

ONE'S HEART～FOREVER～ 窪田宏

鈴木一浩 回想 ｽﾃｨｰﾋﾞｰ･ﾜﾝﾀﾞｰ 販売終了

「ｵﾙｶﾞﾝ･ﾏﾆｱ」 男が女を愛する時 ﾊﾟｰｼｰ･ｽﾚｯｼﾞ

ﾋﾟﾝ･ｽﾄﾗｲﾌﾟ 鈴木一浩

ｻﾝ･ﾌｧﾝ･ｻﾝｾｯﾄ ﾃﾞｵﾀｰﾄﾞ

ｺﾝﾌｧﾒｰｼｮﾝ ﾁｬｰﾘｰ･ﾊﾟｰｶｰ

可愛いｱｲｼｬ ｽﾃｨｰｳﾞｨｰ･ﾜﾝﾀﾞｰ

加曽利康之 ｱﾝｾﾑ～ANTHEM～ ｳﾞｧﾝｹﾞﾘｽ 発売中

明日に架ける橋 ｻｲﾓﾝ&ｶﾞｰﾌｧﾝｸﾙ



Sweet and Bitter Young Days 加曽利康之

His Story 加曽利康之 舞台｢銀河鉄道の夜｣

ﾄﾞﾝﾊﾟﾝ節 秋田民謡

ｱﾃﾞｨｵｽ･ﾉﾆｰﾉ ｱｽﾄﾙ･ﾋﾟｱｿﾗ

冴咲賢一 めぐり逢い ｱﾝﾄﾞﾚ･ｷﾞｬﾆｵﾝ ﾄﾞﾗﾏ｢age35｣ 発売中

「LOVE&PEACE」 ﾁｪﾝｼﾞﾝｸﾞ･ｽﾃｲﾂ ｴﾏｰｿﾝ･ﾚｲｸ&ﾊﾟｰﾏｰ

ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｱﾆｰ｣より序曲 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ｱﾆｰ｣

My Love･･･ 冴咲賢一

ｴﾆｸﾞﾏ変奏曲より第9変奏(Nimrod) E.ｴﾙｶﾞｰ

時径-Picturesque Time- 冴咲賢一

安藤禎央 販売終了

安藤禎央２ Where We Are 安藤禎央 販売終了

～feat.``nindscape'' あの場所へ 安藤禎央

``mindscape<<2'' sincerely 安藤禎央

GLORIA 安藤禎央

blue 安藤禎央

HORIZON 安藤禎央

松田昌 春待人 松田昌 発売中

子守唄 松田昌

ｷﾞﾘｼｬの小さな貝 松田昌

風よつたえて! 松田昌

主よ、人の望みの喜びよ 松田昌

松田昌BEST OF BURNING 松田昌 発売中

MASA MATUDA ｸﾏｻﾝのｻﾝﾎﾟ 松田昌

TEA FOR TWO 松田昌 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾉｰ･ﾉｰ･ﾅﾈｯﾄ｣

I CAN SEE STARS IN YOUR EYES 松田昌

SMOKE GETS IN YOUR EYES 松田昌

ﾛﾝﾄﾞﾝ橋のﾛﾝﾄﾞ 松田昌 ﾐｭｰｼﾞｶﾙ｢ﾛﾊﾞｰﾀ｣



鹿野雅史 ｱｸﾛｽ･ｻﾞ･ｽﾀｰｽﾞ～｢ｸﾛｰﾝの攻撃｣愛のﾃｰﾏ～ 鹿野雅史 映画｢ｽﾀｰｳｫｰｽﾞｴﾋﾟｿｰﾄﾞ2｣ 発売中

「ｼﾈﾏ･ｾﾚｸｼｮﾝ」 ｷｬﾗﾊﾞﾝの到着 鹿野雅史 映画｢ﾛｼｭﾌｫｰﾙの恋人たち｣

時のたつまま～As Time Goes By～ 鹿野雅史 映画｢ｶｻﾌﾞﾗﾝｶ｣

ｴﾝﾀｰﾃｲﾅｰ 鹿野雅史 映画｢ｽｳｨﾝｸﾞ｣

悪魔のﾀﾞﾝｽ 鹿野雅史 映画｢ｲｰｽﾄｳｨｯｸの魔女たち｣

松本淳一 夜空ﾉﾑｺｳ SMAP 発売中

雲ｶﾗ光 松本淳一

ﾊﾞｯｸ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ 映画｢ﾊﾞｯｸ･ﾄｩ･ｻﾞ･ﾌｭｰﾁｬｰ｣

I will comfort you 松本淳一

ｼｬｸﾄﾘﾑｼﾉｺｲ 松本淳一

威風堂々　第1番 E.ｴﾙｶﾞｰ

三原善隆 Progress 三原善隆 販売終了

｢Progress-ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｰ｣ Urban Night Cruisin' 三原善隆

Waikikiｶﾞｰﾙ 三原善隆

Burning Love 三原善隆

Mermaid Samba 三原善隆 ﾃﾚﾋﾞ朝日｢週間おかずのｸｯｷﾝｸﾞ｣

Tenderness 三原善隆

柏木玲子 Dream of Dreams 柏木玲子 発売中

風の安息日～Dimanche～ 柏木玲子

海溝 塩谷哲

Circle　Line 柏木玲子

Prelude 柏木玲子

Misty Dialogue 柏木玲子

★クラシック★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<１> J.S.ﾊﾞｯﾊ G線上のｱﾘｱ J.S.ﾊﾞｯﾊ 販売終了

ﾒﾇｴｯﾄﾄ長調～ﾒﾇｴｯﾄ　ﾄ短調 J.S.ﾊﾞｯﾊ

主よ、人の望みの喜びよ J.S.ﾊﾞｯﾊ



ｶﾞｳﾞｫｯﾄ J.S.ﾊﾞｯﾊ

ﾎﾟﾛﾈｰｽﾞ～ﾄﾞｩﾌﾞﾙ J.S.ﾊﾞｯﾊ

ﾊﾞﾃﾞｨﾈﾘ J.S.ﾊﾞｯﾊ

ﾊﾞﾃﾞｨﾈﾘ～ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｳﾞｧｰｼﾞｮﾝ～ J.S.ﾊﾞｯﾊ

ﾄｯｶｰﾀとﾌｰｶﾞニ短調 J.S.ﾊﾞｯﾊ

<２> ｸﾗｼｯｸ名曲集1 花のﾜﾙﾂ～組曲｢くるみ割り人形｣ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ 販売終了

～花のﾜﾙﾂ～ ﾍﾟﾙｼｬの市場にて A.W.ｹﾃﾙﾋﾞｰ

交響曲第40番ﾄ短調第1楽章 W.A.ﾓｰﾂｧﾙﾄ

弦楽ｾﾚﾅｰﾃﾞ第1楽章 P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

愛のあいさつ E.ｴﾙｶﾞｰ

軍隊行進曲 F.ｼｭｰﾍﾞﾙﾄ

ﾜｰｷｭﾚｰの騎行～歌劇｢ﾆｰﾍﾞﾙﾝｸﾞの指環｣より R.ﾜｰｸﾞﾅｰ 歌劇｢ﾆｰﾍﾞﾙﾝｸﾞの指環｣

<３> ﾊﾟｲﾌﾟｵﾙｶﾞﾝ 主よ、人の望みの喜びよ J.S.ﾊﾞｯﾊ 販売終了

もろびとこぞりて G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ

ｱﾒｲｼﾞﾝｸﾞ･ｸﾞﾚｲｽ

もみの木

ｵﾝﾌﾞﾗ･ﾏｲ･ﾗｲﾌ G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ

いつくしみ深き

ｶﾉﾝ J.ﾊﾟｯﾍﾙﾍﾞﾙ

あら野のはてに

<４> ｸﾗｼｯｸ名曲集2 美しく青きﾄﾞﾅｳ J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ 発売中

～美しく青きﾄﾞﾅｳ～ ﾊﾝｶﾞﾘｰ舞曲　第5番 J.ﾌﾞﾗｰﾑｽ

ｱﾗｺﾞﾈｰｽﾞ～歌劇｢ｶﾙﾒﾝ｣より G.ﾋﾞｾﾞｰ 歌劇｢ｶﾙﾒﾝ｣

ｽﾗｳﾞ舞曲　第10番 A.ﾄﾞｳﾞｫﾙｻﾞｰｸ

朝～｢ﾍﾟｰﾙｷﾞｭﾝﾄ　第1組曲｣より E.H.ｸﾞﾘｰｸﾞ

ﾎｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ～｢水上の音楽｣より G.F.ﾍﾝﾃﾞﾙ

ｱｲｰﾀﾞ大行進曲 G.ｳﾞｪﾙﾃﾞｨ

<５> ｸﾗｼｯｸ名曲集3 組曲｢惑星｣より木星 G.ﾎﾙｽﾄ 発売中



～木星～ 亡き王女のためのﾊﾟｳﾞｧｰﾇ M.ﾗｳﾞｪﾙ

はげ山の一夜 M.ﾑｿﾙｸﾞｽｷｰ

楽劇｢ﾆｭﾝﾍﾞﾙｸのﾏｲｽﾀｰｼﾞﾝｶﾞｰ｣第1幕前奏曲 R.ﾜｰｸﾞﾅｰ 楽劇｢ﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸのﾏｲｽﾀｰｼﾞﾝｶﾞｰ｣

組曲｢四季｣より冬　第1楽章 A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ

ｳﾞｫｶﾘｰｽﾞ S.ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ

<６> ﾓｰﾂｧﾙﾄ 交響曲第25番　第1楽章 ﾓｰﾂｧﾙﾄ 発売中

ﾋﾟｱﾉ･ｿﾅﾀ第15番　第1楽章 ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ﾃﾞｨｳﾞｪﾙﾃｨﾒﾝﾄ第1番　第1楽章 ﾓｰﾂｧﾙﾄ

ｱｲﾈ･ｸﾗｲﾈ･ﾅﾊﾄﾑｼﾞｰｸ　第1楽章 ﾓｰﾂｧﾙﾄ

歌劇｢ﾌｨｶﾞﾛの結婚｣序曲 ﾓｰﾂｧﾙﾄ 歌劇｢ﾌｨｶﾞﾛの結婚｣

ﾋﾟｱﾉ協奏曲第21番　第2楽章 ﾓｰﾂｧﾙﾄ

<７> 序曲集 喜歌劇｢天国と地獄｣序曲 J.ｵｯﾌｪﾝﾊﾞｯｸ 喜歌劇｢天国と地獄｣ 発売中

喜歌劇｢軽騎兵｣序曲 F.v.ｽｯﾍﾟ 喜歌劇｢軽騎兵｣

喜歌劇｢こうもり｣序曲 J.ｼｭﾄﾗｳｽⅡ 喜歌劇｢こうもり｣

歌劇｢ｳｨﾘｱﾑ･ﾃﾙ｣序曲 G.ﾛｯｼｰﾆ 歌劇｢ｳｨﾘｱﾑ･ﾃﾙ｣

歌劇｢ｾﾋﾞﾘｱの理髪師｣序曲 G.ﾛｯｼｰﾆ 歌劇｢ｾﾋﾞﾘｱの理髪師｣

幻想序曲｢ﾛﾒｵとｼﾞｭﾘｴｯﾄ｣ P.I.ﾁｬｲｺﾌｽｷｰ

★ヒットソング★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<１> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.1 販売終了

<２> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.2 販売終了

<３> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.3 come again m-flo CM｢kanebo ﾃｽﾃｨﾓ｣ 発売中

KISS OF LIFE 平井堅 ﾄﾞﾗﾏ｢ﾗﾌﾞﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ｣

PIECES OF A DREAM CHEMISTRY

DEEP DEEP 小柳ゆき CM｢ｶﾙﾋﾟｽ evian｣

永遠に ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ

ひとり ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ

<４> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.4 販売終了



<５> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.5　 Let's Get Together Now Voices of KORIA/JAPAN FIFAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 販売終了

CRESCENT MOON 中島美嘉

君が好き Mr.Children ﾄﾞﾗﾏ｢ｱﾝﾃｨｰｸ～西洋骨董洋菓子店～

美しく燃える森 東京ｽｶﾊﾟﾗﾀﾞｲｽｵｰｹｽﾄﾗ CM｢氷結果汁｣

果てなく続くｽﾄｰﾘｰ MISIA ｿﾙﾄﾚｰｸｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾃｰﾏ

Missin'you～it will break my heart～ 平井堅

<６> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.6 Voyage 浜崎あゆみ ﾄﾞﾗﾏ｢ﾏｲﾘﾄﾙｼｪﾌ｣ 販売終了

HERO Mr.Children CM｢Docomo｣

Ring 平井堅 ﾄﾞﾗﾏ｢ｻｲｺﾄﾞｸﾀｰ｣

眠れぬ夜は君のせい MISIA ﾄﾞﾗﾏ｢恋愛偏差値｣

WILL 中島美嘉 ﾄﾞﾗﾏ｢天体観測｣

BACK BLOCKS MISIA

<７> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.7 販売終了

<８> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.8 販売｣終了

<９> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.9 ﾐﾓｻﾞ ｺﾞｽﾍﾟﾗｰｽﾞ CM｢TOYOTA Isis｣ 発売中

思いがかさなるその前に・・・ 平井堅 CM｢TOYOTA ｶﾛｰﾗﾌｨｰﾙﾀﾞｰ｣

Asience 坂本龍一 CM｢ASIENCE｣

LEGEND 中島美嘉 CM｢SONY　MDｳｫｰｸﾏﾝ｣

群青日和 東京事変

ｾﾝﾁﾒﾝﾀﾙ 平井堅

<１０> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.10 BANG!BANG!ﾊﾞｶﾝｽ! SMAP 世界水泳応援ﾃｰﾏ 販売終了

ｷﾗｷﾗ aiko ﾄﾞﾗﾏ｢がんばっていきまっしょい｣

全力少年 ｽｷﾏｽｲｯﾁ 日本ﾃﾚﾋﾞ｢音楽戦士MUSIC FIGHTER｣

恋におちたら Crystal Kay ﾄﾞﾗﾏ｢恋におちたら～僕の成功の秘密｣

さくら ｹﾂﾒｲｼ

お願い!ｾﾆｮﾘｰﾀ ORANGE RANGE CM｢MATCH｣

<１１> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.11 ｼﾞｮﾊﾞｲﾛ ﾎﾟﾙﾉｸﾞﾗﾌｨﾃｨ ﾄﾞﾗﾏ｢今夜ひとりのﾍﾞｯﾄﾞで｣ 販売終了

POP STAR 平井堅 ﾄﾞﾗﾏ「危険なｱﾈｷ｣



修羅場 東京事変 ﾄﾞﾗﾏ｢大奥～華の乱～｣

かざぐるま 一青窈 映画｢蝉しぐれ｣

Story AI

Two As One Crystal Kay×CHEMISTRY CM｢TOYOTA　WiSH｣

<１２> ﾋｯﾄｿﾝｸﾞ Vol.12 ﾊﾞｲﾏｲﾒﾛﾃﾞｨｰ 平井堅 CM｢KDDI　au｣ 販売終了

旅人 ｹﾂﾒｲｼ

Dear WOMAN SMAP CM｢資生堂　TUBAKI｣

Sea of  Dreams MISIA TDS5thｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰﾃｰﾏ

Believe AI ﾄﾞﾗﾏ｢医龍｣

to U Bank Band TBS｢筑紫哲也 NEWS23｣

★ディズニー★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

ｼﾝﾌｫﾆｯｸ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ 美女と野獣 映画｢美女と野獣｣ 販売終了

～ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾌﾟﾘﾝｾｽ いつか夢で 映画｢眠れぬ森の美女｣

ﾊﾟｰﾄ･ｵﾌﾞ･ﾕｱ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ｣

ﾎｰﾙ･ﾆｭｰﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ｣

いつか王子様が 映画｢白雪姫｣

夢はひそかに 映画｢ｼﾝﾃﾞﾚﾗ｣

販売終了

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ﾒﾄﾞﾚｰ 美女と野獣ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢美女と野獣｣ 販売終了

～映画音楽作品集～ ｱﾗｼﾞﾝ･ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ｣

ﾒﾘｰ･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾒﾘｰ･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ｣

ｼﾝﾃﾞﾚﾗ･ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ｼﾝﾃﾞﾚﾗ｣

ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ･ﾒﾄﾞﾚｰ 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣

岩内佐織 星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣ 販売終了

ﾍﾞｽﾄ･ｾﾚｸｼｮﾝ 美女と野獣 映画｢美女と野獣｣

ｻｰｸﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣

ｱﾝﾀﾞｰ･ｻﾞ･ｼｰ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ｣

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ ﾊﾟﾚｰﾄﾞｾﾚｸｼｮﾝ



愛を感じて 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣

ﾎｰﾙ･ﾆｭｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ｣

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｼﾞｬｽﾞ いつか王子様が 映画｢白雪姫｣ 販売終了

星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣

美女と野獣 映画｢美女と野獣｣

ｸﾞﾘﾑ･ｸﾞﾘﾆﾝｸﾞ･ｺﾞｰｽﾄ TDL｢ﾎｰﾝﾃｯﾄﾞﾏﾝｼｮﾝ｣

くまのﾌﾟｰさん 映画｢くまのﾌﾟｰさん｣

ﾐｯｷｰﾏｽｽ･ﾏｰﾁ～ｼﾞｯﾊﾟ･ﾃﾞｨｰ･ﾄﾞｩｰ･ﾀﾞｰﾒﾄﾞﾚｰ

ﾗﾌﾞ&ﾊﾞﾗｰﾄﾞ いつか王子様が 映画｢白雪姫｣ 販売終了

ﾎｰﾙ･ﾆｭｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ｣

いつか夢で 映画｢眠れぬ森の美女｣

ﾊﾟｰﾄ･ｵﾌﾞ･ﾕｱ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ｣

ﾍﾞﾗ･ﾉｯﾃ 映画｢わんわん物語｣

夢はひそかに 映画｢ｼﾝﾃﾞﾚﾗ｣

ﾕｰﾛﾋﾞｰﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ﾏｰﾁ ｱﾆﾒ｢ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ｸﾗﾌﾞ｣ 販売終了

小さな世界 TDL｢ｲｯﾂ･ｱ･ｽﾓｰﾙﾜｰﾙﾄﾞ｣

くまのﾌﾟｰさん 映画｢くまのﾌﾟｰさん｣

ｽｰﾊﾟｰｶﾘﾌﾗｼﾞﾘｽﾃｨｯｸｴｸｽﾋﾟｱﾘﾄﾞｰｼｬｽ 映画｢ﾒﾘｰ･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ｣

ﾁﾑ･ﾁﾑ･ﾁｪﾘｰ 映画｢ﾒﾘｰ･ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞ｣

ｼﾞｯﾊﾟ･ﾃﾞｨｰ･ﾄﾞﾌﾟｰ･ﾀﾞｰ TDL｢ｽﾌﾟﾗｯｼｭﾏｳﾝﾃﾝ｣

ﾕｰﾛﾋﾞｰﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ2 ﾎｰﾙ･ﾆｭｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ｱﾗｼﾞﾝ｣ 発売中

いつか王子様が 映画｢白雪姫｣

ｻｰｸﾙ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ 映画｢ﾗｲｵﾝ･ｷﾝｸﾞ｣

ﾊﾟｰﾄ･ｵﾌﾞ･ﾕｱ･ﾜｰﾙﾄﾞ 映画｢ﾘﾄﾙ･ﾏｰﾒｲﾄﾞ｣

いつか夢で 映画｢眠れぬ森の美女｣

これが恋かしら 映画｢ｼﾝﾃﾞﾚﾗ｣

ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ﾏｰﾁ ｱﾆﾒ｢ﾐｯｷｰﾏｳｽ･ｸﾗﾌﾞ｣

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ 販売終了



東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ 東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ･ﾃｰﾏｿﾝｸﾞ TDSﾃｰﾏ 販売終了

ﾏｰﾒｲﾄﾞﾗｸﾞｰﾝｼｱﾀｰ TDSﾏｰﾒｲﾄﾞﾗｸﾞｰﾝ

ｲﾝﾃﾞｨｰ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ TDSｲﾝﾃﾞｨｰｼﾞｮｰﾝｽﾞ

ﾎﾟﾙﾄ･ﾊﾟﾗﾃﾞｨｰｿﾞ TDSｼｮｰ

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰﾒﾄﾞﾚｰ TDS

東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰｼｰ Sea of  Dreams MISIA TDS5thｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰﾃｰﾏ 販売終了

ﾐｭｰｼﾞｯｸｾﾚｸｼｮﾝ ﾐｰﾄ&ｽﾏｲﾙ TDSｼｮｰ

ｵｰﾊﾞｰ･ｻﾞ･ｳｪｲﾌﾞ TDSｼｮｰ

ﾋﾞｯｸﾊﾞﾝﾄﾞﾋﾞｰﾄ TDSｼｮｰ

ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ･ｵﾌﾞ･ﾐｼｶ TDSｼｮｰ

★エレクトーン・スタイル★ 曲名 ｱｰﾃｨｽﾄ/作曲者 発売状況

<１> 柏木玲子 Alfie 映画｢ｱﾙﾌｨｰ｣ 発売中

※CD付き、FDなし Greensleeves

Danny Boy

When I Fall In Love 映画｢零号作戦｣

Wave

All The Thungs You Are ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「5月にしては暑すぎる｣

<２> 松田昌 黒いｵﾙﾌｪ 発売中

※CD付き、FDなし 世界に一つだけの花 SMAP

かごめかごめ

埴生の宿

ﾌﾞﾙｰﾚﾃﾞｨに紅いﾊﾞﾗ

こきりこ唄

<３> 佐々木昭雄 Sun Down 発売中

※CD付き、FDなし Autumn Leaves

Moon River

Only Trust Your Heart



The End Of A Love Affair

There Will Never Be Another You

<４> 平部やよい Wacky Dust 発売中

※CD付き、FDなし 星に願いを 映画｢ﾋﾟﾉｷｵ｣

ずいずいずっころばし

My Funny Valentine

上を向いて歩こう

Fly Over The World

<５> 渡辺睦樹 調和の霊感ﾄ長調　第1楽章 A.ｳﾞｨｳﾞｧﾙﾃﾞｨ 発売中

※CD付き、FDなし 弦楽四重奏曲第77番ﾊ長調｢皇帝｣第2楽章より J.ﾊｲﾄﾞﾝ

春の歌 F.ﾒﾝﾃﾞﾙｽｿﾞｰﾝ

ﾀｲｽの瞑想曲 J.ﾏｽﾈ

ｽﾜﾆｰ河 S.C.ﾌｫｽﾀｰ

ｿﾅﾁﾈ第1番ﾊ長調第1楽章 D.ｶﾊﾞﾚﾌｽｷｰ


