
楽曲名 アーティスト名
血戦 17 Poker
鋼の翼 aiai
【MV】gives BiS
summer vacation ChawChaw
Ti amo CHEWING LOVE
グラムの逆襲 -生粋の無頼- CHEWING LOVE
Telecaster CHEWING LOVE
眠れぬ夜は君のせい Cony-Leon the Dramatic
JK//《本人出演スペシャル映像》 DISH//
幻想夢炎血抄 Dragon☆Revolution
Dragon☆Revolution Perry★Revolution Evolution Dragon☆Revolution
Artificial Eden Echollapsar
IVORY EDZE
桜RAIN EDZE
Alpha Firia
carry on GAIYA+
春の湊に舟の影 HAMA
for you I’ll.
JAGUARに、ついてきてくれてありがとう!《本人ボーカル入り》 JAGUAR
DELとJAGUAR《本人ボーカル入り》 JAGUAR
JAGUARに、ついてきてくれてありがとう! JAGUAR
DELとJAGUAR JAGUAR
Happy Birthday kai★130
CLAP!CLAP! KRD8
姫恋月華 KRD8
蒼く、淡く KRD8
キボウノヒカリ KRD8
Are you ready? KRD8
ぴょん!ぴょん!ぴ・ぴ・ぴ KRD8
Answer KRD8
がむしゃら KRD8
偽りの空の下で KRD8
花蝶願舞 KRD8
無限の華 KRD8
友達以上↑恋人未満↓ KRD8
天真爛漫伝〜導かれしまいまい〜 KRD8
姫恋月華 KRD8
あいに Material of Mind
story MERRY CLAP HOUSE
Why MUTANT
Dreams Norzan Lights
流星の夜空に... Norzan Lights
Rose Norzan Lights
Destination Norzan Lights
遠い絆 Norzan Lights
IMECHEN☆ミ ParaKeeT
耳を澄ませば Primavera
Dear Artemiss RPS
Clown Dreaming SANDY
Master Compass Scan Taylor.C
into the wild SHIM
花になれ Shoji
[映画映像]Never Give Up SIA
残花 SOLU-ichildren
ホシノテレカ《本人映像》 STARMARIE
Mr.darkness Take it Easy
世界のカケラ Tomo
明日のかけら Tomo
FEMALE_LIES TRUSH



ロウソク tsumiki
チョコレートマーチ unis.
moon way あめちぇ
花粉症の歌 うぴー姫
およそ3、バンドやめるってよ およそ3
虹 くるみらい
ええやん姫路 スマイルレンジャー
摂氏4℃《本人映像》 それでも尚、未来に媚びる
Music タンキ 流
『カブキブ!』PV映像 つづきみ
『まけるな!! あくのぐんだん!』PV映像 つづきみ
『終末なにしてますか? 忙しいですか? 救ってもらっていいですか?』PV映像 つづきみ
『ひなこのーと』PV映像 つづきみ
『ロクでなし魔術講師と禁忌教典』PV映像 つづきみ
『武装少⼥マキャヴェリズム』PV映像 つづきみ
『ツインエンジェルBREAK』PV映像 つづきみ
『GRANBLUE FANTASY The Animation』PV映像 つづきみ
『サクラダリセット』PV映像 つづきみ
『冴えない彼⼥の育てかた♭』PV映像 つづきみ
『エロマンガ先生』PV映像 つづきみ
『夏目友人帳 陸』PV映像 つづきみ
『Re:CREATORS』PV映像 つづきみ
『喧嘩番⻑ ⼄⼥ -Girl Beats Boys-』PV映像 つづきみ
『ラブ米』PV映像 つづきみ
『月がきれい』PV映像 つづきみ
『ポンコツクエスト』PV映像 つづきみ
『信⻑の忍び〜伊勢・⾦ヶ崎篇〜』PV映像 つづきみ
『アイドルマスター シンデレラガールズ劇場』PV映像 つづきみ
『兄に付ける薬はない!-快把我哥帯走-』PV映像 つづきみ
『ID-0』PV映像 つづきみ
『sin 七つの大罪』PV映像 つづきみ
『銀の墓守り』PV映像 つづきみ
『アキンド星のリトル・ペソ』PV映像 つづきみ
『ゼロから始める魔法の書』PV映像 つづきみ
『Room Mate』PV映像 つづきみ
『アトム ザ・ビギニング』PV映像 つづきみ
『つぐもも』PV映像 つづきみ
『恋愛暴君』PV映像 つづきみ
『覆面系ノイズ』PV映像 つづきみ
『僧侶と交わる色欲の夜に…』PV映像 つづきみ
『ソード・オラトリア ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外伝』PV映像 つづきみ
『フレームアームズ・ガール』PV映像 つづきみ
⾄上の空論《本人映像》 ドラマストア
 男の純情〜恋の道 ひなた春
別れたけれど フォーク少年
物語のはじまりは フタリシズカ☆
牡丹の花《本人映像》 フラジール
空に落ちる idol ver《本人映像》 プレゼント◆5
花いかだ マイティ之門
僕はフグ (feat.IA) マツボンズ 
ぼくのフレンド(TVサイズ)≪アニメカラオケ≫ みゆはん
人生不適格者 もだま
Eternal Oath もだま
また逢う日まで〜学徒出陣〜 綾華&TOSHIKI
片町哀歌 茨木大光
オンナの子 Love Logic 引越しサウンド
添い寝 引越しサウンド
愛娘(本人映像) 宇都ノ宮 晃
愛の唄 佳代
離さないでね 佳代
革ジャン刑事 革ジャン刑事



タイム スリップ 起田健一
ふるさとの夏 橋⼝ 悦郎
蒼空 熊谷範子
Remind of the day 結愛
空に落ちる《本人映像》 血の雨と無恥
逢いたい… 甲斐仁士
『笑顔が好きだから』Ver.Uptemp ⾼井⼾運送
笑顔が好きだから ⾼井⼾運送
大漁男船 佐淡豊
小値賀の郷 佐淡豊
おいでおいでよ小値賀島 佐淡豊&奥田玲子
大⽯義⺠ 山本政雄
終点、ワ・タ・シ。《本人映像》 寺嶋由芙
天使のテレパシー《本人映像》 寺嶋由芙
エアトラベル 七篠卯月 with 友蔵
名古屋ラプソディ 実山森水
Heavy Rotation 篠田⿇⾥多
東京すれ違い 純雅也&中條美冬
下諏訪哀歌II〜僕の故郷下諏訪へ〜 松崎和也(松崎貴⾄) 《本人映像》
ふわふわ2017 新田裕康
キャンディーワールド 神威希詩
桜の樹の下で 須崎智恵
感謝 清澄白河美容室/Infinity
レインボースカイ ⽯井バンド
Midnight Dance ⽯井バンド
浅草ナイト《本人映像》 浅草ファイブ
ありがとう 茶川 健⼆郎
チャーミング・マッドサイエンティスト 茶美浩⼆(吉川麗司)
三の糸 中村キヌ
情けの海峡 中條美冬
リトルファイター 〜ムサシよ永遠に〜歌入り 東いさお
DAD ADA歌入り 東いさお
ワンラストナイト デュエット 東いさおwithBADBOYBROTHERS
恋の物語り 藤&梶野
佐渡みれん 美樹まり子
駅 墓⽯
片道切符 墓⽯
朝へ向かって 墓⽯
別れ道 墓⽯
future flight 凰夕夏
Phantom Pain《本人映像》 麒麟


