
あ 5/3 あいみょん 愛を伝えたいだとか

葵 赤い公園 恋と嘘

5/10 秋岡秀治 酒場のいい女

5/10 夫婦花

5/16 綾野ましろ NEWLOOK TVアニメ「Re:CREATORS」エンディングテーマ

葵 嵐 I'll be there フジテレビ系 月9ドラマ 「貴族探偵」 主題歌

葵 unknown

葵 Treasure of life

葵 Round and Round

5/10 androp Prism

5/10 市川たかし おんな傘

4/26 五木ひろし わすれ宿

葵 伊東恵里 ベルのひとりごと アルバム「美女と野獣 オリジナル・サウンドトラック
《英語版&日本語版》」より/ディズニー映画「美女と野獣」挿入歌

葵 井上苑子 さくら[井上苑子と海崎新太] 映画 「ReLIFE」 エンディングテーマ

葵 Apink Bye Bye

葵 ぱぴぷぺPON ! テレビアニメ『リルリルフェアリル-魔法の鏡-』
OPテーマ曲

5/17 EXILE ATSUSHI & Char 人間の証明のテーマ ドラマスペシャル「人間の証明」主題歌

5/17 EXILE ATSUSHI&久石譲 天音

5/10 XY We Gotta Fight テレビ東京系アニメ「銀魂〜よりぬけ！銀魂さ
ん〜」エンディングテーマ

葵 NGT48 青春時計

4/26 ERIKA ここたまハッピ〜パラダイス ! TVアニメ「かみさまみならい ヒミツのここた
ま」新OP主題歌

5/10 大泉逸郎 望郷さんさ時雨

葵 大塚 愛 TOKYO散歩 アルバム「LOVE HONEY」より

4/26 大橋卓弥(ジョニー) I'M STILL STANDING アルバム「ILLUMINATION PRESENTS SING
ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK」より

か 葵 加藤ミリヤ 旅人 アルバム「Utopia」より

4/26 角川博 おんなの灯り

4/26 夢二の宿

葵 KANA コイノアシアト テレビ東京系列「開運！なんでも鑑定団」エン
ディングテーマ(2017年4〜6月度)

5/9 金田知子 思い出のシエナ

5/17 亀と山P
(亀梨和也・山下智久) 背中越しのチャンス ドラマ「ボク、運命の人です。」主題歌

5/23 加門亮 恋の物語

5/10 川神あい 浮気したでしょ!

葵 川中美幸 涙の海を、渡るよに

5/3 Kis-My-Ft2 いいね! アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より

5/3 EXPLODE アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より

5/3 キスしちゃうぞ アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より

5/3 Dream on アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より

5/3 VersuS アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より

5/3 Bang! Bang! BURN アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より

5/3 Baby Love アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より

5/3 r.a.c.e アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より

5/3 レッツゴー!! アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より/映画
『レゴ(R)バットマン ザ・ムービー』日本語吹替版主題歌

5/3 One Kiss アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より

5/3 Kis-My-Ft2(玉森裕太) Camellia アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より

5/3 Kis-My-Ft2(藤ヶ谷太輔) Life is Beautiful〜大切なあなたへ〜 アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より
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か 5/3 Kis-My-Ft2(北山宏光) 優しい雨 アルバム「MUSIC COLOSSEUM」より

5/9 北原ミレイ ワッショイ

5/10 木村カエラ HOLIDAYS JRA 「2017 HOT HOLIDAYS」 キャンペーン
CMソング

葵 きゃりーぱみゅぱみゅ 良すた イオン イースターキャンペーンCMソング

葵 とどけぱんち グリコ「アイスの実」CMソング

葵 キング・クリームソーダ ばんざい! 愛全開! テレビ東京系アニメ「妖怪ウォッチ」オープニングテーマ/
ニンテンドー3DSソフト「妖怪ウォッチ3スキヤキ」オープニング曲

葵 倉木麻衣 渡月橋 〜君 想ふ〜 劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレ
ター)』主題歌

4/26 ClariS ヒトリゴト TVアニメ「エロマンガ先生」オープニングテーマ

4/26 クリープハイプ イト 映画「帝一の國」主題歌

葵 GLIM SPANKY 美しい棘 アルバム「I STAND ALONE」より

葵 黒崎真音 Last Desire TVアニメ「Rewrite(2ndシーズンTerra編)」OP
テーマ

葵 欅坂46 不協和音

葵 香西かおり やっかいもの

葵 わすれ花

5/9 郷ひろみ スキだから

5/24 コブクロ 心 映画「ちょっと今から仕事やめてくる」主題歌

4/26 昆夏美＆山崎育三郎 美女と野獣 アルバム「美女と野獣 オリジナル・サウンドトラック
デラックス・エディション《日本語版》」より

さ 葵 サイキックラバー →Next Generation TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガードG
NEXT」OPテーマ曲

5/9 佐香智久 フローリア TVアニメ「夏目友人帳 陸」オープニングテーマ

5/17 さユり 十億年 アルバム「ミカヅキの航海」より/東京モード
学園CM曲

4/26 サンボマスター オレたちのすすむ道を悲しみで閉ざさないで

5/10 JY 女子モドキ CX系木10ドラマ「人は見た目が100パーセン
ト」主題歌

4/28 Che'Nelle Destiny TBS系金曜ドラマ「リバース」主題歌

4/26 ジェロ ひとり舟

5/9 シド バタフライエフェクト

5/10 島悦子 あ〜ら、ヤッチャッタ

4/26 Juice=Juice 地団駄ダンス

4/26 Feel!感じるよ

4/26 白川ゆう子 ホテル上海

葵 Superfly You & Me アルバム「LOVE，PEACE & FIRE」より

5/23 鈴木このみ Blow out TVアニメ「ロクでなし魔術講師と禁忌教典」
オープニングテーマ

4/26 せな・りえ・みき・かな
from AIKATSU☆STARS! STARDOM !

TVアニメ「アイカツスターズ!」2ndシーズン
OP主題歌

4/26 Sonar Pocket 一生一瞬

た 葵 高橋洋子 TENSIONS - welcome to the stage

葵 たくみ稜 上海たずね人

4/26 竹川美子 船頭さん

5/9 竹村こずえ あんたが命やった

5/10 おんな三味線ながれ節

葵 田所あずさ DEAREST DROP TVアニメ「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 ? 」オープニングテーマ

葵 玉井京子 五月のバラは美しく

4/28 DAOKO 拝啓グッバイさようなら TVアニメ「神撃のバハムート VIRGIN SOUL」
エンディングテーマ

4/26 CHiCO with HoneyWorks 今日もサクラ舞う暁に TVアニメ「銀魂〜よりぬけ!銀魂さん〜」OP
テーマ

4/26 ロデオ feat.sana

5/10 知里 花艶歌

葵 chay Take Me Away

5/10 チャン・ウンスク
(チャン・スー) 別れの朝に…

4/26 超特急 超ネバギバDANCE
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た 葵 手嶌葵 赤い糸 ドラマ「女の中にいる他人」主題歌

5/24 東山奈央 イマココ TVアニメーション「月がきれい」オープニング
テーマ

葵 TRUE フロム TVアニメ「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 ? 」エンディングテーマ

5/10 DOBERMAN INFINITY DO PARTY

葵 AAA西島隆弘(Nissy) 花cherie

な 葵 永井みゆき あなたの北国へ

4/26 長澤まさみ(アッシュ) SET IT ALL FREE アルバム「ILLUMINATION PRESENTS SING
ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK」より

4/26 奈々菜パル子(CV:徳井青空)&
もりしー(大盛爆役 森嶋秀太) Brave Soul Fight!

TVアニメ「フューチャーガード バディファイ
ト バッツ」OPテーマ曲

5/10 奈良崎正明 浪曲浮き世節

5/10 奈良崎正明with村野武範 男の出会い酒

5/16 南條愛乃 光のはじまり TVアニメ「アトム ザ・ビギニング」エンディ
ングテーマ

5/16 南條愛乃feat. やなぎなぎ 一切は物語 TVアニメ「ベルセルク」後期エンディングテーマ

葵 新沼謙治 たろうの初恋

5/10 西尾夕紀 里の恋唄

葵 NEWS I'm coming [Vocal:手越祐也] アルバム「NEVERLAND」より

葵 あやめ [Vocal:加藤シゲアキ] アルバム「NEVERLAND」より

葵 ニャン太 [Vocal:小山慶一郎] アルバム「NEVERLAND」より

葵 FOREVER MINE [Vocal:増田貴久] アルバム「NEVERLAND」より

は 葵 はなわ お義父さん

5/9 林蔵之介 愚痴酒場

5/3 春奈るな ステラブリーズ TVアニメ「冴えない彼女の育てかた♭」オープ
ニングテーマ

4/26 HARUHI ソラのパレード TVアニメ「GRANBLUE FANTASY The Animation」
エンディングテーマ

5/16 バンドじゃないもん! METAMORISER TVアニメ「つぐもも」オープニングテーマ

4/26 VAMPS IN THIS HELL アルバム「UNDERWORLD」より

4/26 B.Y.O.B (BRING YOUR OWN BLOOD) アルバム「UNDERWORLD」より

4/26 BREAK FREE feat. KAMIKAZE BOY of MAN WITH A MISSION アルバム「UNDERWORLD」より

5/10 ピコ太郎 NEO SUNGLASSES ENG

4/26 fhana ムーンリバー TVアニメ「有頂天家族2」エンディング主題歌

5/3 V6 COLORS テレビ朝日系ドラマ「警視庁捜査一課9係season12」
主題歌

5/3 GOLD

5/3 SPARK

5/3 太陽と月のこどもたち NHK「みんなのうた」 2017年4月-5月

4/26 Fourpe (cv.浦島坂田船) SHOW MUST GO ON!! TVアニメ「スタミュ」第2期オープニングテーマ

葵 藤巻亮太 3月9日 大塚製薬「カロリーメイト」CMソング

4/26 藤原浩 二十歳の祝い酒

4/26 Flower MOON JELLYFISH

5/3 fripSide clockwork planet TVアニメ「クロックワーク・プラネット」オー
プニングテーマ

4/26 BLUE ENCOUNT さよなら 映画「ラストコップ THE MOVIE」主題歌

葵 BOYS AND MEN NAGOOOOOYA

ま 葵 松田聖子 追憶 / The way we were アルバム「SEIKO JAZZ」より

葵 松山千春 空

4/26 Mia REGINA Welcome to our diabolic paradise TVアニメ『sin 七つの大罪』EDテーマ

4/26 My Sweet Maiden TVアニメ『sin 七つの大罪』OPテーマ

葵 水谷瑠奈 (NanosizeMir) Instincts TVアニメ「Rewrite(2ndシーズンTerra編)」ED
テーマ

5/2 水森かおり 宇和島 別れ波

5/2 花の東京

5/2 早鞆ノ瀬戸
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ま 5/3 Mrs. GREEN APPLE SwitCh NHK総合「ニュース シブ5時」テーマソング/
新番組「4時も！ シブ5時」テーマソング

5/3 スマイロブドリーマ TVドラマ「笑う招き猫」オープニングテーマ

5/3 どこかで日は昇る 映画「笑う招き猫」主題歌/TVドラマ「笑う招
き猫」エンディングテーマ

4/28 MICHI I4U TVアニメ「つぐもも」エンディングテーマ

4/26 三戸なつめ なつめろ アルバム「なつめろ」より

5/3 みやさと奏(かな) 室蘭恋はぐれ

5/10 宮嶋希 夜明け

葵 みやぞん 牛にどつかれた 日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」使用曲
／「世界の果てまでイッタッきり!ソング」

葵 消えてしまったハブーブ 日本テレビ「世界の果てまでイッテQ!」使用曲
／「世界の果てまでイッタッきり!ソング」

4/26 milktub 成るがまま騒ぐまま TVアニメ「有頂天家族2」オープニング主題歌

5/3 森若里子 永遠の愛・恋文

5/24 MONKEY MAJIK ray of light -movie ver.- 映画『仮面ライダー×スーパー戦隊 超スーパー
ヒーロー大戦』主題歌

や 葵 ヤバイTシャツ屋さん ヤバみ

4/26 山寺宏一(マイク) MY WAY アルバム「ILLUMINATION PRESENTS SING
ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK」より

葵 遊助 That Love アルバム「あの・・いま脂のってるんですケド。」
より

4/26 ゆず イロトリドリ(ゆず×いきものがかり) アルバム「YUZU 20th Anniversary ALL TIME
BEST ALBUM ゆずイロハ 1997-2017」より

4/26 悲しみの傘(ゆず×SEKAI NO OWARI) アルバム「YUZU 20th Anniversary ALL TIME
BEST ALBUM ゆずイロハ 1997-2017」より

4/26 サヨナラバス(ゆず×back number) アルバム「YUZU 20th Anniversary ALL TIME
BEST ALBUM ゆずイロハ 1997-2017」より

5/23 吉幾三 景色の唄

5/23 ららばい

4/26 四葉こころ
with ここたま9+ライチ うたおう♪ここったまーち !

TVアニメ「かみさまみならい ヒミツのここた
ま」新ED主題歌

4/26 夜の本気ダンス SHINY NHK Eテレアニメ「境界のRINNE」第3シリー
ズ オープニングテーマ

ら 5/10 RADWIMPS サイハテアイニ

5/10 洗脳

5/10 棒人間 [Strings ver.]

4/26 りさ/みほ
from AIKATSU☆STARS! Bon Bon Voyage !

TVアニメ「アイカツスターズ!」2ndシーズン
ED主題歌

5/3 LinQ トレジャー テレビ東京系アニメ「妖怪ウォッチ」エンディ
ングテーマ

4/26 レキシ KATOKU ダイハツ「Thor(トール)」CMソング

葵 Lenny code fiction Colors テレビ東京系アニメ「パズドラクロス」オープ
ニングテーマ

わ 葵 わーすた Just be yourself 「劇場版プリパラ み〜んなでかがやけ！キラリン☆スターライブ！」
主題歌／テレビ東京系アニメ「アイドルタイムプリパラ」主題歌
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葵 欅坂46メドレー

サイレントマジョリティー/青空が違う/世界には愛しかない/
大人は信じてくれない/渋谷川/語るなら未来を…/二人セゾン

4/30 椎名佐千子メドレー

君津・木更津・君去らず/出船桟橋/早春慕情/哀愁…日本海/
ソーラン鴎唄

4/30 SHISHAMOヒットソングメドレー

君と夏フェス/君とゲレンデ/量産型彼氏/
僕に彼女ができたんだ/夏の恋人/魔法のように/明日も

葵 JAM Projectヒットソングメドレー

限界バトル/The Brave/DRAGONFLAME/我が名は牙狼/
SKILL/GONG/牙狼〜SAVIOR IN THE DARK〜

葵 三代沙也可メドレー

鎌倉恋歌/桜の川/逗子の恋港/酒がたり/江ノ島絶唱

4/30 RADWIMPSヒットソングメドレー2

前前前世 (movie ver.)/光/夢灯籠/棒人間/週刊少年ジャンプ/
スパークル (movie ver.)/なんでもないや (movie ver.)

メドレー
配信予定日 曲 名 ・ 構成内容 リクエストNo. 配信予定日 曲 名 ・ 構成内容 リクエストNo.


