
SHOWROOMで歌えるリスト - Mujifa

ディズニーコレクション 準備中
アナと雪の女王 生まれて初めて
アナと雪の女王 レット・イット・ゴー/Let it Go
アナと雪の女王 雪だるま作ろう
アラジン ア・ホール・ニュー・ワールド
アラジン フレンド・ライク・ミー
イッツ・ア・スモール・ワールド 小さな世界
シンデレラ 夢はひそかに
シンデレラ ビビデ・バビデ・ブー
ズートピア トライエヴリシング
トイストーリー２ ホエン・シー・ラヴド・ミー
ノートルダムの鐘 ゴッドヘルプ
ピノキオ 星に願いを
ヘラクレス Go The Distance
ポカホンタス カラー・オブ・ザ・ウィンド
ムーラン リフレクション
メリーポピンズ スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドューシャス
メリーポピンズ チム・チム・チェリー
モアナと伝説の海 How Far I’ll Go～どこまでも～
ライオンキング 愛を感じて
ライオンキング サークル・オブ・ライフ
リトル・マーメイド パート・オブ・ユア・ワールド
リトル・マーメイド アンダー・ザ・シー
わんわん物語 ベラ・ノッテ
塔の上のラプンツェル 自由への扉
塔の上のラプンツェル 輝く未来
南部の唄 ジッパ・ディー・ドゥー・ダー
白雪姫 いつか王子様が
美女と野獣 美女と野獣
美女と野獣 ビー・アワ・ゲスト
魔法にかけられて 想いを伝えて
魔法にかけられて 歌ってお仕事
魔法にかけられて 真実の愛のキス
眠れぬ森の美女 いつか夢で
ジブリコレクション
かぐや姫 いのちの記憶
ゲド戦記 テルーの唄
ゲド戦記 時の歌
コクリコ坂 さよならの夏～コクリコ坂から～
となりのトトロ さんぽ
となりのトトロ となりのトトロ
となりのトトロ まいご
もののけ姫 もののけ姫
崖の上のポニョ 崖の上のポニョ
紅の豚 時には昔の話を
耳をすませば カントリーロード

1



床の下のアリエッティ アリエッティソング
千と千尋の神隠し いつも何度でも
千と千尋の神隠し ふたたび
千と千尋の神隠し いのちの名前
天空の城ラピュタ 君をのせて
猫の恩返し 風になる
風の谷のナウシカ 風の谷のナウシカ
風立ちぬ ひこうき雲
平成狸合戦ぽんぽこ いつでも誰かが
平成狸合戦ぽんぽこ アジアの街
魔女の宅急便 ルージュの伝言
魔女の宅急便 やさしさに包まれたなら

アニメ・ゲーム・ヒーロコレクション
∀ガンダム（ターンエー ガンダム） 月の繭
Air 鳥の詩
NARUTO -ナルト- 疾風伝 ブルーバード
ONE PIECE ウィーアー！
Play Station 2 用ソフト 
「第２次スーパーロボット大戦α OP/

SKILL
Secret of my heart 名探偵コナン
TVアニメ「ジョジョの奇妙な冒険」 ジョジョ～その血の運命～
WHITE ALBUM 深愛
アルプスの少女ハイジ おしえて
アンパンマン アンパンマン体操
アンパンマン 勇気りんりん
アンパンマン アンパンマンのマーチ
ウルトラマンネクサス 英雄
うる星やつら ラムのラブソング
えんとつ町のプペル えんとつ町のプペル
おジャ魔女どれみ おジャ魔女カーニバル
カードキャプチャーさくら プラチナ
カードキャプチャーさくら プラチナ
キテレツ大百科 お料理行進曲
キテレツ大百科 はじめてのチュウ
キャッツアイ CAT'S EYE
キューティーハニー キューティーハニー
クレヨンしんちゃん おらは人気者
クレヨンしんちゃん キミに100パーセント
クレヨンしんちゃん 月灯りふんわり落ちてくる夜
けいおん！ Don’t Say ”Lazy”
けいおん！ ふわふわ時間
ゲゲゲの鬼太郎 ゲゲゲの鬼太郎
ゲゲゲの鬼太郎 カランコロンの歌
けものフレンズ ようこそジャパリパークへ
けものフレンズ ようこそジャパリパークへ～Xmas ver.～
サクラ大戦 檄！帝国歌劇団
サクラ大戦 檄！帝国歌劇団～新章～
サクラ大戦 御旗のもとに
サザエさん サザエさんのうた
シャイニング・ウィンド Heart-shaped chant
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スレイヤーズ Get along
スレイヤーズ Give a reason 
セーラームーン 乙女のポリシー
セーラームーン ムーンライト伝説
セーラームーン タキシードミラージュ
ソ・ラ・ノ・ヲ・ト 光の旋律
タッチ タッチ
タッチ 愛がひとりぼっち
タッチ チェッ！チェッ！チェッ！
ダンベル何キロ持てる？ お願いマッスル！
ちびまる子ちゃん ハミングが聞こえる
ちびまる子ちゃん 走れ正直者
ちびまる子ちゃん ゆめいっぱい
ちびまる子ちゃん おどるポンポコリン
デジモンアドベンチャー Butter-Fly
とっとこハム太郎 ハム太郎とっとこうた
トミカヒーローレスキューファイアー レスキューファイヤー
ドラえもん 夢をかなえてドラえもん
ドラえもん ひまわりの約束
ドラえもん ドラえもん
ドラゴンボール ロマンティックあげるよ
ドラゴンボール CHA-LA HEAD-CHA-LA
ドラゴンボール 魔訶不思議アドベンチャー
ドラゴンボールＧＴ ひとりじゃない
とらドラ！ バニラソルト
とらドラ！ オレンジ
バジリスク ～甲賀忍法帖～ク 甲賀忍法帖
バジリスク ～甲賀忍法帖～ク WILD EYES
ひぐらしの鳴く頃に 奈落の花
ファンタジック・チルドレン 水のまどろみ
ふしぎ遊戯 ときめきの導火線
ふしぎ遊戯 いとおしい人のために
ブラック・ジャック 月光花
ポケットモンスター めざせポケモンマスター
ポケットモンスター そこに空があるから
ポケットモンスター ピカチュウの歌
マクロスF(フロンティア) ライオン
マクロスF(フロンティア) 虹いろ・クマクマ
マクロスF(フロンティア) 星間飛行
マクロスF(フロンティア) アナタノオト
マクロスF(フロンティア) アイモO.C.
マクロスF(フロンティア) ニンジーン
マクロスF(フロンティア) 蒼のエーテル
マクロスF(フロンティア) トライアングラー
マクロスF(フロンティア) ノーザンクロス
マクロスF(フロンティア) インフィニティ
マクロスF(フロンティア) ダイヤモンドクレバス
マクロスF(フロンティア) 射手座午後九時Dont be late
まもって守護月天 さぁ
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みどりのマキバオー 走れマキバオー
みなみけ！ 経験値上昇中☆
らき☆すた もってけ！セーラー服
ルパン三世 炎のたからもの
ルパン三世 ルパン三世のテーマ
るろうに剣心 そばかす
るろうに剣心 1/2(にぶんのいち)
ローゼンメイデン 聖少女領域
ローゼンメイデン 禁じられた遊び
ロードス島戦記 奇跡の海
ロザリオとバンパイア DISCOTHEQUE
ロミオの青い空 空へ…
宇宙戦艦ヤマト 宇宙戦艦ヤマト
宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 月の鏡
化物語 恋愛サーキュレーション
化物語 君の知らない物語
火の鳥 火の鳥
花の慶次 傾奇者恋歌（角田信朗）
花の慶次 修羅の果てまでも（角田信朗）
花の慶次 春夏秋冬・流れ唄（角田信朗）
楽しいムーミン一家 夢の中へ
艦隊これくしょん-艦これ op 海色
機動戦艦ナデシコ YOU GET TO BURNING
機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ オルフェンズの涙
機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の
戦争

いつか空に届いて
機動戦士ガンダムF91-（フォーミュラ ナ
インティワン）

ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~
機動戦士ガンダムSEED 暁の車（スペシャルエディション-遥かなる時-ED）
鬼滅の刃 炎(ほむら)
鬼滅の刃 紅蓮華（ぐれんげ）
泣きたい私は猫をかぶる 花に亡霊
銀河鉄道999 銀河鉄道999
空の境界 ARIA
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 君の銀の庭
黒執事 Lacrimosa
新世紀エヴァンゲリオン 残酷な天使のテーゼ（高橋洋子）
新世紀エヴァンゲリオン 魂のルフラン（高橋洋子）
新世紀エヴァンゲリオン 集結の園へ（林原めぐみ）
新世紀エヴァンゲリオン Fly me to the moon（高橋洋子）
聖闘士星矢 ペガサス幻想
創聖のアクエリオン 創聖のアクエリオン
創聖のアクエリオン Go Tight!
地獄先生ぬ～べ～ バリバリ最強NO.1
超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか
鉄（くろがね）のラインバレル 雨が降る
天空のエスカフローネ 約束はいらない
天元突破グレンラガンop 空色デイズ
日本昔話 にんげんっていいな
日本昔話 にっぽん昔話
忍たま乱太郎 勇気１００％
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忍たま乱太郎 世界がひとつになるまで
忍たま乱太郎 微笑みをあずけて
忍空 輝きは君の中に
美少女戦士セーラームーン ムーンライト伝説
美少女戦士セーラームーン タキシードミラージュ
美少女戦士セーラームーン 乙女のポリシー
魔法騎士レイアース ゆずれない願い
魔法少女まどか☆マギカ コネクト
魔法少女まどか☆マギカ Magia
魔法少女リリカルなのは innocent starter
魔法少女リリカルなのは ETERNAL BLAZE
魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1s PHANTOM MINDS
魔法少女リリカルなのはStrikerS Pray
幽遊白書 微笑みの爆弾
妖怪ウォッチ ようかい体操第一
涼宮ハルヒの憂鬱 God Knows…
涼宮ハルヒの憂鬱 ハレ晴れユカイ
涼宮ハルヒの憂鬱 冒険でしょでしょ？

昭和～令和 POPS
ABBA ダンシングクイーン
AI Story
AI みんながみんな英雄
AIKATSU☆STARS ver. We wish a merry Christmas
aiko カブトムシ
Aimer 蝶々結び
Aimer カタオモイ
AKB48 365日の紙飛行機
AKB48 ヘビーローテーション
AKB48 恋するフォーチュンクッキー
alan 久遠の河
alan RED CLIFF ～心・戦～
AQUA Cartoon Heroes
BABYMETAL メギツネ
BABYMETAL ギミチョコ
back number クリスマスソング
Beatles let it be
BoA メリクリ
BoA VALENTI
Carpenters Top of the world 
Carpenters close to you~遥なる影~
Carpenters Yesterday Once More
Carpenters Top of the world 
Carpenters close to you~遥なる影~
Carpenters Yesterday Once More
Chara Swallowtail Butterfly ~あいのうた
Crystal Kay 恋に落ちたら
DA PAMP U.S.A
DREAMS COME　TRUE 未来予想図Ⅱ
DREAMS COME　TRUE 大阪LOVER
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DREAMS COME　TRUE やさしいキスをして
DREAMS COME　TRUE LOVE LOVE LOVE
DREAMS COME　TRUE うれしい！たのしい！大好き！
DREAMS COME　TRUE 朝がまた来る
DREAMS COME　TRUE 晴れたらいいね
DREAMS COME　TRUE 7月７日、晴れ
DREAMS COME　TRUE サンキュ
DREAMS COME　TRUE さぁ鐘を鳴らせ
EGO-WRAPPIN ～Midnight Dejavu～色彩のブルース
Enya Only Time
Every  Little  Thing fragile
Every  Little  Thing Time goes by
Florin パプリカ
GLAY BE LOVED
GReeeeN キセキ
GReeeeN キセキ
HALLOWEEN　JUNK ORCHESTRA HALLOWEEN PARTY
HKT48 最高かよ
HY 366日,
HY NAO
HY Song  for..
I WISH 明日への扉
JUDY AND MARY そばかす
JUDY AND MARY Over Drive
JUDY AND MARY 散歩道
JUDY AND MARY BLUE TEARS
JUDY AND MARY クリスマス
JUDY AND MARY LOVER SOUL
JUDY AND MARY motto
JUDY AND MARY くじら12号
JUJU やさしさが溢れるように
JUJU この夜を止めてよ
JUJU My Favorite things
JUJU Fly me to the moon
JUJU When you wish Upon a star
Kalafina 夢の大地
Kalafina storia
Kalafina red moon
Kalafina 君の銀の庭
Kalafina 光の旋律
Kalafina ARIA
Kalafina serenato
Kalafina 輝く空の静寂には
Kiroro 未来へ
Kiroro BestFriend
KOKIA 歌う人
KOKIA ありがとう…
KOKIA 穏やかな静けさ～浄歌
KOKIA フクロウ～フクロウが知らせる客が来たと～/gt.
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KOKIA 調和 oto ~With reflection~ ／gt.
L’Arc ~ en ~Ciel 花葬
L’Arc ~ en ~Ciel Winter fall
L’Arc ~ en ~Ciel HONEY
L’Arc ~ en ~Ciel Driver’s High
L’Arc ~ en ~Ciel HEAVEN'S DRIVE
L’Arc ~ en ~Ciel 虹
L’Arc ~ en ~Ciel READY STEADY GO
L’Arc ~ en ~Ciel 浸食~lose control~
Le Couple ひだまりの歌
m-flo loves YOSHIKA let go
MISIA アイノカタチ
MISIA 花
MISIA 逢いたくていま
MISIA Everything
MISIA 明日へ/gt.
MISIA オルフェンズの涙
MISIA 果てなく続くストーリー
MISIA つつみ込むように…
MISIA 眠れぬ夜は君のせい
MISIA 少しずつ大切に
MISIA 心ひとつ
MISIA 幸せをフォーエバー
MISIA 名前のない空を見上げて
MISIA It’s just love
MISIA 飛び方を忘れた小さな鳥
MISIA キスして抱きしめて
MISIA スマイル：）
My Little Lover Hello, Again ～昔からある場所～
MONGOL800 小さな恋のうた
NOKKO 人魚
Official髭男dism Pretender
Official髭男dism ノーダウト
Official髭男dism Stand By you
Official髭男dism Amazing
Perfume チョコレイト・デイスコ
Perfume 無限未来
PRINCESS PRINCESS M
RADWIMPS スパークル
RADWIMPS なんでもないや
RADWIMPS 愛にできることはまだあるかい
Salyu to U
Sarah Brightman A Witer Shade Of pale[青い影]
Sarah Brightman A Question of Honour
Sarah Brightman Il Mio Cuore Va
Sarah Brightman Time to Say Good bye
Sarah Brightman Nella Fantasia
Sarah Brightman Phantom of the opera
Sarah Brightman Memory
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Sarah Brightman A Witer Shade Of pale[青い影]
Sarah Brightman A Question of Honour
Sarah Brightman Il Mio Cuore Va
Sarah Brightman Time to Say Good bye
Sarah Brightman Nella Fantasia
Sarah Brightman Phantom of the opera
Sarah Brightman Memory
Simon & Garfunkel スカボローフェア
SMAP 世界で一つだけの花
SMAP トライアングル
SMAP ライオンハート
SMILE.dk Butterfly
SPEED White Love
Superfly 愛を込めて花束を
THE BLUE HEARTS TRAIN TRAIN
THE BOOM 島唄
THE BOOM 風になりたい
The Righteous Brothers) アンチェインド・メロディ
theドリフターズ ドリフの早口言葉
Uru あなたがいることで
WhiteBerry 夏祭り
YUI CHE.R.RY
ZARD 負けないで
ZARD 揺れる想い
ZARD 心を開いて
あいみょん マリーゴールド
あいみょん 裸の心
アン・ルイス グッド・バイ・マイ・ラブ
アンジェラ・アキ 手紙～拝啓 十五の君へ～
イーグルス DESPERADO
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 コイスルオトメ
いきものがかり 風が吹いてる
いきものがかり じょいふる
イルカ まあるいいのち
イルカ なごり雪
ヴィレッジ・シンガーズ 亜麻色の髪乙女
エルビスプレスリー 好きにならずにはいられない
オードリー・ヘップバーン Moon River

オフコース 心の旅
きゃりーぱみゅぱみゅ キミに100パーセント
きゃりーぱみゅぱみゅ にんじゃりばんばん
きゃりーぱみゅぱみゅ 最&高
きゃりーぱみゅぱみゅ みんなのうた
きゃりーぱみゅぱみゅ PONPONPON
きゃりーぱみゅぱみゅ Crazy Party Night ～ぱんぷきんの逆襲～
キャンディーズ 年下の男の子
ケルティック・ウーマン YOU  RAISE ME UP
ケルティック・ウーマン THE VOICE
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ゴスゴスペラーズ 星屑の街
コブクロ 蕾（つぼみ）
コブクロ 永遠にともに
ザ・ピーナッツ 恋のバカンス
サザンオールスターズ TSUNAMI
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 いとしのエリー
さだまさし いのちの理由
サラ・オレイン 涙のアリア
サンボマスター ラブレター
ジュディ・オング 魅せられて
スキマスイッチ 奏（かなで）
スキマスイッチ 全力少年
スターダストレビュー 木蓮の涙
スピッツ チェリー
スピッツ ロビンソン
スピッツ 空も飛べるはず
セリーヌディオン My heart will go on
セリーヌディオン To Love You More
ちあきなおみ 喝采
チェリッシュ てんとう虫のサンバ
テレサ・テン つぐない
テレサ・テン 時の流れに身をまかせ
バカ殿様とミニモニ姫。 アイ～ン！ダンスの唄　　（練習中）
バカ殿様とミニモニ姫。 アイ～ン！体操
ハンバートハンバート 国語
ピンクレディー UFO
ピンクレディー SOS
ピンクレディー 渚のシンドバット
フィンガー5 学園天国
プッチモニ。 ちょこっとLOVE
プリンセスプリンセス 世界で一番熱い夏
ベット・ミドラー THE ROSE
ホイットニーヒューストン I Will Always Love You
マライアキャリー My All
マライアキャリー All I Want For Christmas Is You
ミニモニ。 ミニモニ。じゃんけんぴょん！
モーニング娘。 LOVEマシーン
モーニング娘。 恋愛レボリューション21
モーニング娘。 モーニング娘。のひょっこりひょうたん島
モーニング娘。 恋のダンスサイト
モーニング娘。 ラーメンレボリューション21
モーニング娘。 ザ☆ピース！
ももいろクローバーZ サラバ、愛しき悲しみたちよ
ももいろクローバーZ 猛烈宇宙交響曲-第7楽章「無限の愛」
ももいろクローバーZ 笑-笑～シャオ イーシャオ！～（練習中）
ももいろクローバーZ ココ☆ナツ
ゆず いつか
ゆず サヨナラバス
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ゆず からっぽ
ゆず 気になる木
ゆず 栄光の架橋
ゆず 夏色
ゆず Hey和
19（じゅーく） 大自然
19（じゅーく） 以心伝心
19（じゅーく） 三分間日記
19（じゅーく） 熊じいちゃん
19（じゅーく） 卒業の歌、友達の歌
19（じゅーく） 果てのない道
19（じゅーく） あの紙ヒコーキ くもり空わって
19（じゅーく） すべてへ
ヨルシカ ヒッチコック
ヨルシカ 花に亡霊
ヨルシカ だから僕は音楽を辞めた
ヨルシカ 言って。
リンドバーク もっと愛し合いましょう
レキシ 狩から稲作へ
レベッカ フレンズ
レミオロメン 粉雪
絢香 おかえり
絢香 にじいろ
絢香 みんな空の下
絢香 三日月
絢香×コブクロ WINDING ROAD
安室奈美恵 CAN YOU CELEBRATE?
安室奈美恵 Dear Diary
安全地帯 ワンレッドの心
杏里 オリビアを聴きながら
伊藤由奈 precious
伊藤由奈 Perfume
伊藤由奈（REIRA starring YUNA ITO） ENDLESS STORY
井上陽水 夢の中へ
井上陽水 コーヒールンバ
井上陽水 少年時代
一青窈 ハナミズキ
一青窈 もらい泣き
宇多田ヒカル Automatic
宇多田ヒカル First Love
宇多田ヒカル In My Room
宇多田ヒカル B&C
宇多田ヒカル 甘いワナ～Panit it , Black～
宇多田ヒカル Never Let Go
瑛人 香水
越路吹雪 愛の讃歌
越路吹雪 ろくでなし
横山だいすけ だんご３兄弟
欧陽菲菲 ラヴ・イズ・オーヴァー
岡本真夜 TOMORROW
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加藤ミリヤ ジョウネツ
加藤ミリヤ ディア ロンリーガール
加藤ミリヤ どこまでも～How Far I’ll Go~
夏川りみ 涙そうそう
夏川りみ 花
夏川りみ 童神
夏川りみ キセキノハナ
夏川りみ 四季の歌
夏川りみ ハグしちゃお
夏川りみ 島人ぬ宝
花は咲くプロジェクト 花は咲く
華原朋美 I  believe
岸洋子 オーシャンゼリぜ
岩崎宏美 聖母たちのララバイ
鬼束ちひろ 月光
吉田拓郎 結婚しようよ
久保田早紀 異邦人
玉置浩二 メロディー
玉置浩二 幸せのランプ
玉置浩二＆井上陽水 夏の終わりのハーモニー
薫り友樹、たまにムック。 マル・マル・モリ・モリ
月島きらり starring 久住小春 バラライカ
倖田來未 愛のうた
倖田來未 Butterfly
倖田來未 恋のつぼみ
倖田來未 Someday
倖田來未 キューティーハニー
倖田來未 WIND
倖田來未 夢のうた
倖田來未 月と太陽
倖田來未 you
香西香織 無言坂
高橋真梨子 べサメ・ムーチョ Besame Mucho
今井美樹 PRODE
坂本九 上を向いて歩こう
坂本九 心の瞳
坂本九 見上げてごらん夜の星を
坂本九 幸せなら手をたたこう
坂本冬美 火の国の女
坂本冬美 アジアの海賊
三人祭 チュッ！夏パ～ティ
山口百恵 いい日旅たち
山口百恵 秋桜
山口百恵 プレイバックpart2
山口百恵 絶体絶命
山口百恵 イミテイション・ゴールド
山口百恵 横須賀ストーリー
山口百恵 さようならの向こう側
山崎まさよし セロリ
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山崎まさよし One more time One more chance
山本リンダ どうにもとまらない
山本リンダ 狙いうち
子門真人 およげ！たいやきくん
柴咲コウ 月のしずく
手嶌 葵 明日への手紙
手嶌 葵 朝ごはんの歌
手嶌 葵 テルーの唄
手嶌 葵 さよならの夏～コクリコ坂から～
手嶌 葵 時の歌
酒井法子 蒼いうさぎ
樹海 咲かせてはいけない花
秋川雅史 千の風になって
秋川雅史 カルーソー
小沢健二 神秘的
小柳ゆき あなたのキスを数えましょう～you were mine~
小柳ゆき SilentI Nght~White Christmas
松たか子 明日、春がきたら
松浦亜弥 Yeah!めっちゃホリディ
松浦亜弥 桃色片想い
松田聖子 瑠璃色の地球
松田聖子 青い珊瑚礁
松田聖子 SWEET MEMORIES
松田聖子 赤いスイートピー
松田聖子 夏の扉
松田聖子 渚のバルコニー
松田聖子 あなたに逢いたくて～Missing You～
松田聖子 秘密の花園
松任谷由美 春よ、来い
上々颱風 アジアの街
上々颱風 いつでも誰かが
森口博子 ETERNAL WIND~ほほえみは光る風の中~
森高千里 渡瀬橋
森山直太郎 夏の終わり
森山直太郎 さくら
森山直太郎 生きとし生けるものへ
森山直太郎 うんこ
森山直太郎 花咲く旅路
森田公一 青雲のうた
秦基博+大橋卓也 ラーメン’95
辛島美登里 サイレントイブ
水樹奈々 アオイイロ
水樹奈々 trickster
水樹奈々 Tears' Night
水樹奈々 残光のガイア
水樹奈々 DISCOTHEQUE
水樹奈々 WILD EYES
水樹奈々 ETERNAL BLAZE
水樹奈々 pray
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水樹奈々 innocent starter
水樹奈々 深愛
水樹奈々 Heart-shaped chant
水曜日のカンパネラ 桃太郎
菅田将暉 まちがいさがし
星野源 SUN
星野源 恋
西城秀樹 ヤングマン（Y・M・C・A）
斉藤和義 歩いて帰ろう
斉藤和義 歌うたいのバラッド
石坂智子 ありがとう
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 風の盆恋歌
石川ひとみ まちぶせ
赤い鳥 翼をください
前川陽子 ひょっこりひょうたん島
倉木麻衣 渡月橋～君 想ふ～
倉木麻衣 Love, Day After Tomorrow
倉木麻衣 Secret of my heart
太田裕美 木綿のハンカチーフ
大塚愛 ポンポン
大塚愛 さくらんぼ
大塚愛 プラネタリウム
大塚愛 SMILY
大塚愛 黒毛和牛上塩タン焼き680円
大塚愛 金魚花火
大塚愛 桃の花ビラ
大塚愛 大好きだよ。
谷山浩子 しっぽの気持ち
谷山浩子 恋するニワトリ
谷村新司 昴~すばる~
竹内まりや いのちの歌
中孝介 花
中孝介 サンサーラ
中孝介 旅立ちの日に（合唱曲）
中山美穂&WANDS 世界中の誰よりきっと
中森明菜 飾りじゃないのよ涙は
中森明菜 DESIRE-情熱-
中森明菜 ミ・アモーレ
中島みゆき 空と君とのあいだに
中島みゆき 糸
中島みゆき 地上の星
中島みゆき ファイト
中島みゆき 麦の唄
中島美嘉 GLAMOROUS SKY  
中島美嘉 ORION
中島美嘉 雪の華
中島美嘉 花束
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中島美嘉 MY GENTLMAN
中島美嘉 あなたがいるから
中島美嘉 一番綺麗な私を
中島美嘉 朧月夜～祈り～
中島美嘉 桜色舞うころ
中島美嘉 Love Addict
渡辺美里 My Revolution
東京事変 丸の内サディスティック
東京事変 能動的３分間
東京事変 女の子は誰でも
尾崎豊 I LOVE YOU
美空ひばり 真赤な太陽
美空ひばり 川の流れに身をまかせ
美空ひばり 愛燦燦
美空ひばり 柔
美空ひばり お祭りマンボ
浜崎あゆみ SEASONS~ドヴォルザーク：家路~
浜崎あゆみ Dearest~ドヴォルザーク・ユーモレスク第七番
浜崎あゆみ Voyage~パッヘルベルのカノン～
浜田麻里 Return to Myself ～しない、しない、ナツ。
布施明 君は薔薇より美しい
布施明 シクラメンのかほり
布施明 マイ・ウェイ
福山雅治 桜坂
福山雅治 家族になろうよ
福耳 星のかけらを探しに行こう
平井堅 大きな古時計
平井堅 瞳を閉じて
平井堅 POP STAR
平原綾香 Jupiter
平原綾香 おひさま～大切なあなたへ～
平原綾香 いのちの名前
平原綾香 ふたたび
平原綾香 カンパニュラの恋
米米CLUB 君がいるだけで
本田美奈子 つばさ
本田美奈子 いのちをあげよう
本田美奈子 この素晴らしい世界
本田美奈子 アメイジング・グレイス
本田美奈子 ナージャ！
矢島美容室 SAKURA~ハルヲウタワネバダ~
優里 ドライフラワー
由紀さおり 夜明けのスキャット
李香蘭 蘇州夜曲
和楽器バンド 千本桜
和楽器バンド 吉原ラメント
和楽器バンド 虹色蝶々
和田アキ子 古い日記
槇原敬之 loveletter
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劇団四季 キャッツ メモリー
劇団四季 エビータ 共にいてアルゼンチーナ
劇団四季 オペラ座の怪人 スィンク・オブ・ミー
劇団四季 オペラ座の怪人 ファントム・オブ・ジ・オペラ
劇団四季 美女と野獣 朝の風景
劇団四季 美女と野獣 ビー・アワー・ゲスト
劇団四季 美女と野獣 美女と野獣
劇団四季 リトルマーメイド パート・オブ・ユア・ワールド
劇団四季 リトルマーメイド どんな夢より
劇団四季 ライオンキング サークルオブライフ
劇団四季 コーラスライン 愛した日々に悔いはない
劇団四季 ユタと不思議な仲間たち 友だちはいいもんだ
宝塚歌劇団 エリザベート 私だけに
東宝 ミス・サイゴン 命をあげよう
東宝 レ・ミゼラブル オン・マイ・オウン
賛美歌 Ave Maria シューベルト

賛美歌 Ave Maria グノー

賛美歌 Ave Maria カッチーニ

賛美歌 O Holy Night

マーク・ロウリー/バディ・グリーン Merry did you Know?

Amy Grant Breath of Heaven

トューラン・ドット 誰も寝てはならぬ

ジャンニ・スキッキ 私のお父さん

ラ・ボエーム 私が街を歩けば

ラ・ボエーム あなたの愛の呼ぶ声に

カルメン 恋は野の鳥

カルメン 闘牛士の歌

フィガロの結婚 恋とはどんなものかしら

フィガロの結婚 自分で自分がわからない

魔笛 復讐の炎は地獄のように我が心に燃え

トスカ 星は光ぬ

愛の妙薬 人知れぬ涙

蝶々夫人 ある晴れた日に

道化師 衣装をつけろ

リナルド 私を泣かせてください

サムソンとデリラ あなたの声に私の心は開く

パガニーニ愛と狂気のヴァイオリニスト 愛しい人よ

カンツォーネ O Sole mio

カンツォーネ 帰れソレントへ

童謡 アイアイ
童謡 アイスクリームの歌
童謡 雨ふりくまの子
童謡 いぬのおまわりさん
童謡 うれしいひなまつり
童謡 大きな栗の木の下で
童謡 お正月
童謡 しっぽのきもち
童謡 ずいずいずっころばし
童謡 ぞうさん
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童謡 おにのパンツ
童謡 おばけなんてないさ
童謡 おもちゃのチャチャチャ
童謡 かえるの合唱
童謡 こいのぼり
童謡 たきび
童謡 たなばたさま
童謡 チューリップ
童謡 手のひらを太陽に
童謡 遠き山に日は落ちて
童謡 ぶんぶんぶん
童謡 メリーさんのひつじ
童謡 サンタが街にやってくる
童謡 赤鼻のトナカイ
唱歌・叙情歌 サンタルチア
唱歌・叙情歌 埴生の宿
唱歌・叙情歌 蛍の光
唱歌・叙情歌 せんろはつづくよどこまでも
唱歌・叙情歌 おおブレネリ
唱歌・叙情歌 おお牧場はみどり
唱歌・叙情歌 ドナ・ドナ
唱歌・叙情歌 野ばら
唱歌・叙情歌 庭の千草
唱歌・叙情歌 グリーングリーン
スタンダード ダニーボーイ

VOCALOID
supercell メルト
supercell ワールドイズマイン
40mP feat.初音ミク からくりピエロ
Junky feat.初音ミク メランコリック
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