
エロゲソング名

【attaca.】（その日の獣には、）

∞未来/橋本みゆき

10.Scarlet
120円の春

4seasons(ハルキス)

５分前の恋心

7th WORLD'S OUT

a far song 〜カナタノウタ〜
a song for…
a wonderful days rebirth(すば日々)
a@c6.%$4
absolute wish
After All～綴る想い～　(WHITE ALBUM2)
After All～綴る想い～　(WHITE ALBUM2)
After Rain
After Rain
After snow
After snow
Aliare
ALICE GRADUATION
Alice magic
Alicemagic
Alicemagic
alittle more
allegretto ～そらときみ～

allegretto ～そらときみ～

Allegretto そらときみ

allegretto そらときみ (こんにゃく)
allegretto~そらときみ~
an evening calm ／fripSide
Answer
Answer (G線上の魔王)
answer/Ｇ線上の魔王

Answer/G線上の魔王

Answer/片霧烈火

ANSWER/片霧烈火

AROUND THE WORLD

Art as♡
as×sist〜甘えベタな私なりに〜
Ashberry
Asphodelus 11
asphodelus
Asphodelus
asphodelus
Asphodelus



Asphodelus
Asphodelus
Asphodelus -アスフォデルス-
Asphodelus / ユースティア

Asphodelus /穢翼

Asphodelus（ユースティア

astral ability(RIDDLE JOKER)
B-Connected(バルスカ)
be confidence
Be with you→はるるみなもに

beautiful flower
Because of
Because of
before dawn daybreak ／fripSide
BELIEVE(D.C.P.C.)
Beloved
beloved story / Duca(銀色、遥か)
beloved story / Duca(銀色、遥か)
beloved～桜の彼方へ～ / spanky
birthday eve
blade heart
Blaze of Reunion
bloody  truth
Bloody Moon
Bloody Moon/青葉りんご

Bloody truth/nao
Bloom→あにぱに

Blue, Summertime Blue. 柴咲ほたる

Brand new day / 星ノ音サンクチュアリ

Brand New Voice
Brand New Voice
Brand New Voice
Brand New Voice(プロペラ)
Brand new voice(花たん)
Brand-new Heart
brand-new-world
Breathe Breez (キラ☆キラ)
Breathe Breez (同上)
Bright pain(サクラノ詩)
Brindiamo! ～俺たちに乾杯

Bullshit!! Hard problem!!
Bullshit!! Hard problem!!
bumpy jumpy!
bumpy-jumpy!
bumpy-Jumpy!
bumpy-jumpy!/KOTOKO



BUSHIDO
BWLAUTE BEIRRD 10
BWLAUTE BEIRRD
bwlaute beirrd
BWLAUTE BEIRRD
BWLAUTE BEIRRD
BWLAUTE BEIRRD (ぬきたし2)
BWLAUTE BEIRRD (ぬきたし2)
BWLAUTE BEIRRD (ぬきたし2)
BWLAUTE BEIRRD(ぬきたし2)
BWLAUTEBEIRRD/ぬきたし2
calling(マブラヴ)
Change The World (ゴールデンアワー)
Change&chance!
children declare
Clearly（俺不可視OP）
Close your Eyes
Close Your Eyes
Close Your Eyes
Close Your Eyes
Close Your Eyes
close your eyes (G線)
Close Your Eyes　(G線上の魔王)
Close Your Eyes　(G線上の魔王)
closest love
closest love
closest love
Clover Day's
Clover Day's
clover days
Clover Heart's
Clover Heart's
clover heart's (clover heart's)
Clover Heart‘s(Clover Heart‘s OP)
cold butterfly
COLD BUTTERFLY/Duca
combination somebody!
Concerto Note
crazy blood to you
CRISIS BEAT
Cross Illusion
CROSSING
CROSSING
CROSSING (C†C)
crossing（cross+channel）
CROSSING/CROSS†CHANNEL



Crystal Beginning(ソサジョ)
D.C.Ⅱ～あさきゆめみし君と～(サーカス)
Dash! To Truth
Dash! To Truth (大番長)
Day before memory
DAYS（それ散る）

Dea Ex Machina
Dear My Friend
Dear My Precious
DEAR MY WAKER
DEAR MY WAKER(9ゆきいろ)
DEAR MY WAKER(9ゆきいろ)
DEAR MY WAKER（ゆきいろ

Dear(ウィズリボンOP）
Dearest Sword,Dearest Wish
Dearest Sword,Dearest wish!
Dearest Sword,Dearest wish!
Decade / yozuca*(僕らの頭上に星空は廻る)
Decade / yozuca*(僕らの頭上に星空は廻る)
DESIRE 12
DESIRE
DESIRE
DESIRE
DESIRE
DESIRE
DESIRE / 美郷あき

DESIRE(つり乙)
DESIRE(つり乙)
DESIRE（月に寄り添う乙女の作法　OP）
Desire（月に寄り添う乙女の作法）

DESIRE/美郷あき

DESTINATION / カンナユリ（闇の僭王 ～聖女汚辱～）

Die Gotter ging im Dunkel
disillusion (Fate)
DISIRE
Distance
Distance
Distance(恋がさくころ桜どき)
Distance/ピアニッシモed
Distorted pain
Distorted Pain
Distorted Pain
Distorted Pain
Distorted Pain (ゴア)
divine beast
Do you feel Loved?



dorchadas
DORCHADAS
Dote up a Cat(ネコっかわいがり)
Dream ～The Other Side～
Dreamer
Dreaming Continue
Dreht sich!
Dual Force
eclipse
eclipse (川田まみ)
Einsatz/榊原ゆい

Elder Things
emon
Emphatic
emphatic revellion
Emphatic/BALDRBULLET
End no.
Endless Field
endless memorry(D.C)
endless memory
endless memory 〜refrain as Da Capo〜
escape
escape 白詰草話

escape/白詰草話

especially (橋本みゆき)
especially(D.C.II)
eternal feather（ef - the first tale.）
Eternal Wish
Eternal Wish
EVE new generation:ed
ever forever （ef - latter tale.）
ever forever (ef)
everlasting blue
everlasting blue
Everlasting memories
EverlastingBlue（AQUA OP）
eyes to eyes
Face of Fact
Face of Fact KOTOKO
Face of Fact/BALDR FORCE
Face of Fact/BALDR FORCE
Face of Fact/KOTOKO
Face to Fact(バルドフォース)
FaceofFact/BALDRFORCE
Falling Fruits ～楽園～

Fatally



fatally
Fatally
Fate Line（神ヤバOP）
FaV
FaV
FaV - F and Vanguard -
Fav / 彩音

Feeling Heart
Felicita Rita
Find the blue/いとうかなこ

Finest Crusade
Finsce'al（KIYO）

first love
First Love
first time(ぺトリコール)
First Time/夢乃ゆき

floral summer(フロフロ)
For our days/川田まみ

fortissimo -from insanity affection-
fortissimo-from insanity affection-
fortuna on the Sixteenth night
fractale/ひうらまさこ

Fragment
Fragment 〜The heat haze of summer〜

Fragment 〜The heat haze of summer〜（水夏）

Fragment 〜The heat haze of summer〜（水夏）

Fragment ～The heat haze of summer～
Future one Sparkle
Gerbera～希望の花～ 真理絵

Gestaltzerfall
get  the  regret  over(闘神都市III OP)
get the reget over
get the regret over
get the regret over
get the regret over
get the regret over /闘神

get the regret over/闘神都市３

get the regret over/片霧烈火

GHOST×GRADUATION(はつゆきさくら)
Girl meet love
Girl meets love
Girl meets Love（花咲ワークスプリング

Girl meets Love(花咲ワークスプリング！ OP)
Girl meets Love(花咲ワークスプリング)
Girl's Carnival
Girls meet Love



Girls' Carnival
Girls' Carnival (Making＊Lovers)
Girls' Carnival/ユウカ

GIRLSCARNIVAL
GLORIOUS DAYS
GLORIOUS DAYS
Golden Mission
Good-bye crisis (Hello,good-bye)
Graceful Anomary
Graduation from yesterday
Graduation from yesterday
grolious days
guru∞guru
HALLUCINO KOTOKO
Happily Ever After（Ne;on & 小鳥遊まこ）

happiness
happiness
happiness.
happiness（Duca）
happiness（Purely ～この狭い青空を見上げて～）

Happy Birthday to...
Happy birthday to...
Happy birthday to…
Happy Birthday to... /終バス

Happy Birthday to...(終わる世界とバースデイ)
HAPPY for GOOD/星本美結

Happy my life
Happy my life 〜Thank you for everything!!〜(D.C.II Spring Celebration)

Happy my life 〜Thank you for everything!!〜(D.C.II Spring Celebration)

Happy my life(D.C.IIS.C.)
happy opening
Happy Sunshine
HappySensation(D.C.IID.M.)

HE∀tingSφul (真・恋姫†無双)

heart beat（LOVEPOTION SIXTYNINE）: 同人

Heart to Heart
hépatique (Requiem)
hesitation snow 16
hesitation snow
Hesitation Snow
Hesitation Snow
Hesitation snow(はつゆきさくら)
Hesitation Snow/fripSide
Hesitationsnow
HesitationSnow
HesitationSnow



HesitationSnow
HesitationSnow
HesitationSnow
HesitationSnow
HesitationSnow(はつゆきさくら)
HesitationSnow/はつゆきさくら

HesitationSnow/はつゆきさくら

Hey Darling！
Hey Darling!
Hey Darling！
Hierarchie RINA
Holy World/デモンベイン

HOME/橋本みゆき

Honey's High/永田ゆい

horrow（Fate/hollow ataraxia）
I hope so
I:\DRIVE(オケver)
icapica (サクラノ詩)
IDEAL
ideal (II)
ideal(ラムネーション)
if
if (雨恋)
If...～I wish～
IKOVE/赫炎のインガノック

Imagimary Affair
imaginary affair
Imaginary affair
Imaginary affair
Imaginary affair／KOTOKO
IMMORAL
IMMORAL / 川田まみ

Impure Labyrinth / 中原涼（恥辱皇宮）

Indelible scene こめる

Indigo Star
Indigo Star
Indigo Star
INFINITE SKY ( 蒼の彼方のフォーリズム)
INFINITE SKY (あおかな)
INFINITE SKY(あおかな)
INITIATIVE
INITIATIVE
INITIATIVE（恋チョコ

Innocencia
Innocent (kaoru)
Innocent desire



Innocent desire
Innocent Desire
Innocent Desire / Duca(神待ちサナちゃん)
Innocent Desire / Duca(神待ちサナちゃん)
INNOCENT(11eyes)
Insanity
INSANITY(マブラヴTE)
insensible／Peace@Pieces
Into the Cosmos
Isolation
Isolation(きゃんでぃ)
isolation(つよきす)
Isolation/つよきす

it's just farewell
It's my precious time!(オーガスト)
Jewel Days(ゴールデンマリッジ)
JEWELRY DAYS
Jewelry tears
jewelry tears
Jewelry tears (俺翼)
jewelry tears（俺たちに翼はない）

jihad 16
jihad
jihad
jihad
jihad
jihad
jihad
jihad
jihad
Jihad (BALDR SKY)
Jihad (BALDR SKY)
jihad /バルド

jihad(BALDR SKY Dive2)
jihad(戯画)
jihad/BALDRSKY
jihad/KOTOKO
Judge of a life
just as time is running out
Kaleidosnow（計名さや香）

Kiss the Future
KIZUNA
Knowing
knowing
Knowing (真里歌)
L



L4TS
LAMUNE
Lapis Lazuli
Lapis Lazuli(夜明け前より瑠璃色な OP)
lase fortune
last fortune
Last Fortune
last fortune（ティンクル☆くるせいだーすPSS）
last fotune(クルくる)
Last regret
Last regret
Last regret
Last regrets
Leaf ticket 13
Leaf ticket
Leaf ticket
Leaf ticket
leaf ticket
Leaf ticket (KOTOKO)

Leaf ticket　(パルフェ 〜ショコラ second brew〜)

Leaf ticket　(パルフェ 〜ショコラ second brew〜)

Leaf ticket（パルフェ

Leaf ticket(パルフェ)
Leaf ticket(パルフェ)
Leaf ticket/パルフェ

Leaf Ticket→パルフェ

Liar,Liar
Liberator（Liber_7）
liblume
Liblume（生命のスペアED）

librationcrisis/ScrambleHeart
Life goes on. (カタハネ)
Light colors
Light colors（智代アフター）

Like a Green
Limelight
Link-age（SHUFFLE! Essence+）
Link-age（SHUFFLE! Essence+）
Little Busters!
Live(らぶデス)
Look at me（SchoolDays）
LOOSE
lose your eyes(g線上の魔王)
Love Clover
Love Flower
LOVELOVEWARS (おとなり恋戦争)



LOVESICK PUPPIES:ed
LOVING TRIP
LuckyMonster
LUNA　arrange Ver.
LUNA/カルタグラPS2版op
Lunatic Delusion
Lunatic Tears…
Lunatic tears…/彩音

Lunatic Tears/11eyes
Lythrum
magic drive
Magical Girl⭐ Conflict
magicaride
magicaride
magicaride!（緑茶)
maginary affair
MAH-JONG
Making Lovers
marry me
marry me?
marry me?（ゴールデンマリッジ）

Melty Air (舞風のメルト)
melty snow
Memento Vivere ～生きることを忘れないで～

milky ice
Mind Squal→ワルキューレロマンツェ

Mirage Lullaby
Miss. Brand-new day
monochrome/KOTOKO
MOON TEARS
MOON TEARS
MOON TEARS ／小野 正利

Morning Medley
Moving go on
Moving go on -そこから見える未来-
Moving go on -そこから見える未来-
MURAMASA
MURAMASA
MURAMASA(装甲悪鬼村正)
MURAMASA/装甲悪鬼村正

MURAMASA/装甲悪鬼村正

MURAMASA/村正

My first love / スクランブルラバーズ

N.O.S
N.O.S
N.O.S



N.O.S→LAMUNATION
Neue kern／木蓮

never no astray
never no astray
never no astray
never no astray
never no astray (flipside)
never no astray/片恋いの月

Never Say Good-by　いとうかなこ

NO PLACE LIKE A STAGE ／GRANRODEO
NO WAY
nostalgic Treasure
nothing
Nothing（サルテ）

oblivion
oblivion
observer
One-Chance!!(ピュアガール)
Only For You
Only you!
Orchestral Score
over the skyblue (あの晴れわたる空より高く)
OWN JUSTICE
panoramachime(祝桜)
Paradigm Shift
Perfect Sky
Perfect Tears
permit
Petit bonheur
phantasia ballad
philosophy
philosophy
philosophy/家族計画

Philosophyz
pictorial/大島はるな

Platonic Syndrome
platonic syndrome
Pleasure Garden
PleasureGarden
Pray～倖せを～

Prayer（近江知永）

Prayer(同上)
Precious Wing
Precious Wing
precious wing
Precious（俺不可視ED）



presto
Pretender
primal
primal
primal（PRIMAL×HEARTS）
primal(プラハー)
principle
Promised land (Phantom)
quantum jump
quantum jump
quantum jump
quantum jump / 真里歌

Raison d'etre（銃刀Gun-Katana）
raspberry cube
raspberry cube
rays of the sun
Re-stert!!
Re:call
Re:Call
Re:Call
Re:Call
Re:Call
Re:call
Re:call
Re:call
Re:call
Re:promise/中恵光城

Re:TraumenD
Re:trymenT
Re:TrymenT
Re:TrymenT
Re:TrymenT
Re:TrymenT
Re:TrymenT
Re:TrymenT
Re:TrymenT /Re:LieF
Reachable
ReAIiZe
ReAliZe
ReALize
ReAliZe　(9-nine-ここのつここのかここのいろ)
ReAliZe　(9-nine-ここのつここのかここのいろ)
ReAliZe(9ここいろ)

ReANSWER(新・白銀のソレイユ-ReANSWER- OP)

Rebel Yell
Reconquista



Red -reduction division-
Red "reduction division"
ReflectionS /恋ではなく

refrain moon
refrain moon／AiRI
Restoration - 沈黙の空 -

Restoration 〜沈黙の空〜

Restoration 〜沈黙の空〜 (同上)

Restoration 〜沈黙の空〜 (同上)

Restoration〜沈黙の空〜

Restoration〜沈黙の空〜

restration〜沈黙の空〜
Revolution
roop ～遠い世界のキミに贈るたったひとつの恋の歌～

Rumbling hearts
Rumbling hearts
Sacrifice Love(僕の1人戦争)
Saya's Song
scarlet
Scarlet
Scarlet
scenario
seduce
See You ～小さな永遠～

shield nine
Sigh(うたてめぐり)
sign
Sign
SIGN
sign
Sign
sign
Sign of Suspicion(バルドハート)
SilentRail
Sincere（シンシア）

SINCLAIR
Sing
Sing
Slave Soul
Sleeping Pretend
Sleeping pretend
SLOW STAR
small sin to the love
Smiling-Swinging‼
snow song



Snow Song
Snow Song(僕が天使になった理由)
snow song(僕が天使になった理由)
Snow World End
Snowdrop/クロウカシスop
Snowdrop/霜月はるか

Soul for the Sword/鬼哭街

Soul Release
Soul Release ハローレディ

sound of Destiny
split tears
Star Graduation
STAR LEGEND
StarTRain
Story teller
Style(それ散る)
Summer Amulet/Duca
Sweetest Bitterness
sword of virgin
sword of virgin
Swordofvirgin(恋剣乙女)
Synthetic Organism／Outer
Temptation／らぶ2Quad
Thaw song(ソーサリージョーカーズ)
THE APPLE IS CAST!
THE APPLE IS CAST!
THE APPLE IS CAST!
THE APPLE IS CAST!
THE APPLE IS CAST! (ぬきたし)
THE APPLE IS CAST!(ぬきたし)
THE APPLE IS CAST！(ぬきたし)
The day takeoff
The Divinity
The Maze
The Moon is Not Alone
THIS ILLUSION
TIME
TIME
TIME
TIME
TIME (橋本みゆき)
Time for（俺不可避ED）

Time is（俺不可避OP）
Time Limit / 島涼香（花々の想ひ…。）

TIME/こいとれ

TIME/明日の君と逢うために



Timeless time
Timeless time
timeless time
Timeless Time/川田まみ

tomorrow
Tomorrow never comes
Tonitrus
Tragic cloudy day
travelers (キラ☆キラ)
Triptych (真理絵)
Triptych/真理絵

true eternity
Truth and Light
Truth and Light
Truth and Light/真理歌

Tryptych（トリプティック）

Twinkle Snow
Twinkle Snow
two of us
U(KOTOKO)
ultimate breaKING
under the different sky
unsymmetry
Until
Valuable eyes
Vampire
Vampire
Vampire/MinDeaD BlooD
What is the EVIL?
white album
WHITE ALBUM
WHITE ALBUM
WHITE ALBUM (WHITE ALBUM)
White Crystal
WHITE NIGHT / ヴェドゴニア

WHITEALBUM(WHITEALBUM2)
wing of Courage-空を超えて-
WING OF ZERO
WING OF ZERO
WING OF ZERO KOTOKO
Wings of Courage
Wings of Courage
Wings of Courage -空を超えて-
Wings of Courage -空を超えて-
Wings of Courage～空を超えて～

Winter Diamond



Winter Diamond
winter diamond
winterdiamond（見上げごらん、夜空の星を OP）
Wish*upon a star
Witchs Garden (ウィッチズガーデン)
With Tomorrow
With tomorrow→つきかな

Without You
WizWiz経験中!
worthless
Your Lips／キスまお

Your ray send me
ZERO

Zillion Zest（ギャングスタ・リパブリカ）

ZWEI WORTOR 僕らの世界

ZYPRESSENの花束

アイノチカラ

アイの庭

アイの庭

アオイトリ

アオイトリ

アオイトリ

アオイトリ

アオイトリ(アオイトリ)

アオナツライン

アカリノアリカ(縁りて此の葉は紅に)

あさきゆめみし君と

あしあと〜a Happiness Marker〜

あしあと～a Happiness Marker〜
あしたの天使　茶太

アストラル アリア ～しあわせな永遠へと～

アスフォデルス

アズライトの棺

あなたを想いたい (Routes)
あなたを想いたい (Routes)

あの輝きを忘れない

あの日の空（unMOMENT）

アペイリア

アペイリア / アペイリア

アペイリア(景の海のアペイリア)

アマオト

アマツツミ

アヤカシ

アリガト

ありがとう

あるがままの小鳥より



アレセイア

アレセイア/eufonius

あわせ鏡に魔法をかけて（水無月ほたる）

いっちゃえ！ぽぽたん

イノセンス(幻創のイデア)
イノチの灯し方/月影のシミュラクル

うしろかみのしょうこ

ウシロスガタ

ウロボロス

エロゲ(大嘘)
エロゲ(大嘘)

オープニングセレモニー

おしえて！お兄ちゃんティーチャー！

オトメスイッチ　OP

おませなR・E・C・I・P・E / このかなみ（妹れしぴ）

お兄ちゃん、キッスの準備はまだですか？

お兄ちゃん、ギュッてして！(+もっとして！)

お兄ちゃん、もっと！

お兄ちゃん、右手の使用を禁止します！

カーニバル（CARNIVAL）
カカシ(水夏A.S+)

ガチャガチャきゅ〜っと・ふぃぎゅ@メイト

ガラスのくつ

ガラスのくつ

ガラスのくつ/沙耶の唄

カルス(相良心)

カンデコ

カンデコ

カンデコ

カンデコ (イトカノ)
キスの1つで 11

キスのひとつで

キスのひとつで

キスのひとつで

キスのひとつで

キスのひとつで

キスのひとつで

キスのひとつで

キスのひとつで

キスのひとつで（ちいさな彼女の小夜曲）

キスのひとつで(小さな彼女の小夜曲)

キセキの足跡

キミ∽ツナグ（少女神域∽少女天獄）

キミがくれた翼

キミガタメ

キミと···



キミトユメミシ

キミと強さと優しさと

キミのオト（神ヤバED）

きみをのせて (同上)
きみをのせて (同上)

ぎんいろ

クオリアの輪郭(ぱられろ)

クライングハート

クライングハート

クライングハート

クライングハート

ぐらぐら

ぐらぐら

ぐらぐら (MUSICUS!)
ぐらぐら (MUSICUS!)

クラムボン

グリーングリーン

グリーングリーン

グリーングリーン

クルクルlovely day!!!

クローバー

けせないこのきもち

こいいろ めもり

コイイロセカイ

コイイロセカイ

コイイロセカイ

コイノハナ

コーティングチョコ

コーティングチョコ

コールドボイス

コールドボイス

ココニイルカラ→タマユラミライ

こころに響く恋ほたる

こころに響く恋ほたる

こころに響く恋ほたる

コトダマ紬ぐ未来

コトダマ紬ぐ未来（アマツツミ

コトダマ紬ぐ未来(アマツツミ)
コトダマ紬ぐ未来(アマツツミ)

コトダマ紡ぐ未来

コトダマ紡ぐ未来

これくらいで

さくら、Reincanation
さくら、reincarnation
さくら、Reincarnation
さくら、Reincarnation (さくらもゆ)



さくら、もゆ

さくら、もゆ。

さくらことり

さくらとことり

さくらとことり

さくらとことり

さくらとことり

さくらとことり

さくらとことり

さくらとことり

さくらとことり/はな

サクラノ詩

サクラノ詩

サブリミナル・アジェンダ

さめない熱

さよなら、またね

さよならのかわりに

さよならのかわりに

さよならのかわりに／つぐみ寮寮生会合唱団

さよならのその先で

さよならを教えて(さよ教)
さよならを教えて(さよ教)

さよなら君の声

さよなら君の声

さよなら君の声

さよなら君の声

さよなら君の声

さよなら君の声

さよなら君の声(ぱれっと)

サンクチュアリ

サンクチュアリ(いろとりどり)

しあわせ家族部

シークレットゲーム

シナリオ

シンフォニック ラブ／ましフォニ

スカート

ずっと

ずっとそばで…
せかいにさよなら / ユメミルクスリ

センセイはウワキモノ / 成瀬麻衣（ひみつの放課後）

そして愛になる

そして愛になる

そして愛になる / はるいろ

そして愛になる(9はるいろ)

そよ風のシルエ

そらの隙間



それぞれの未来へ

ソレノイド (虚ノ少女)
ソレノイド/虚ノ少女ed

それ行けトーマス！

ダ・カーポ 〜第2ボタンの誓い〜

ダ・カーポ 〜第2ボタンの誓い〜

ダ・カーポ～第2ボタンの誓い～

ダ・カーポII 〜あさきゆめみし君と〜

ダカーポ〜第2ボタンの誓い〜
ダカーポ2 あさきゆめみし君と

ダカーポ第二ボタンの誓い

タナトゥスの子守歌～A lullaby of Thanatos～
たまきゅうop

ちっちゃらぶ

ツバサ（矢吹高音）

ディアノイア

ディアノイア (riya)
ディアノイア riya

できない私が、くり返す

どこまでも続くこの路を/まいてつ

トラワレビト(FLAT)
トラワレビト/遊女

ナグルファルの船上にて

ナグルファルの船上にて (素晴らしき日々)

ナツノヒ

ナツノヒ(スワローテイル)
なんてね76's（ラムネ）

ねこ王国の姫

ノスタルジア (夏の色のノスタルジア)

ハジマリノトキ

ハジマリノトキ/鬼まり。

はばたき(バラフライシーカー)
ハピメアFD

パプリカ

パラダイムシフト/BALDR SKY

ハルトキ

ハルトキ

ハルトキ ～Spring Moment～(9はるいろ)
ハルトキ spring moment

ハルトキ〜spring moment〜

ハルトキ〜Spring Moment〜

ハルトキ〜spring moment〜
ハルトキ~Spring moment~（9-nine- はるいろはるこいはるのかぜ）

ハレノヒステップ

ハレノヒステップ



ハレノヒステップ

ハレノヒステップ（カノステ

ハレノヒステップ/佐々木詩織

ハローグッバイ

ハローグッバイ / 佐藤ひろ美(グリーングリーン3 ハローグッバイ)
ハローグッバイ / 佐藤ひろ美(グリーングリーン3 ハローグッバイ)
ハローグッバイ(グリーングリーン3)

ピースワーク

ヒカリ輝くセカイ (いろとりどりのヒカリ)

ひこうき雲の向こう側へ

ひだりてみぎて

ヒトカタノオウ:泡沫人

ひとひらの、だいすきを

ひとひらの、だいすきを、

ひとひらの、だいすきを、

ひとひらの、だいすきを、

ヒトリ

ヒマワリの教会

ぴゅあいろ★みらくる/Akira
ピリオド sweet drops:op

フタリ

ふたり

ふたりで→千恋＊万花

ふたりの足跡

プチタミ

ブラウン通り三番目

プラスチックスマイル

プリズミック / プリズムリコレクション

プリムラ

フルスロットルHeart
フルスロットルHeart

ボクノセカイ

ボク恋（モテヤバED）

ほらね

ポンコツロケンロー(恋クマ)
ホントノトコロ(妹のセイイキ OP)

マジカライド

マジカルリンス・マックスハート

マジカルリンス・マックスハート（じゃんがりあん）

ましまろホイップ

ましまろホイップ(ましまろです)
ましまろホイップ/萌花ちょこ

まぶしくてみえない (DC2)

マブラヴ

マブラヴ

マブラヴ



マブラヴ

マブラヴ(マブラヴ)
マブラヴ(マブラヴ)

マリンブルーに沿って

マリンブルーに沿って

マリンブルーに沿って

マリンブルーに沿って

マリンブルーに沿って

みずいろ

ミリオンタイムズ/中恵光城

メモリア/メモリア

メモリー(迷子教室)
メモリー/小春めう

メモリー/小春めう

メルクリア

もう始まっている、未来。

もう始まっている、未来。

もっと甘い恋心(恋甘2)

モノクローム

ものべののうた(ものべのHE)

モラトリアムクラスタ

モンタージュ

やがて消える幻でも

やがて消える幻でも

やがて消える幻でも/レミニセンス

ユーフォリアム

ユーフォリアム

ユーフォリアム

ユーフォリアむ

ユーフォリアム / アストラエアの白き永遠Finale白き星の夢

ユメトツキ

ユレルサイクル

よあけのべるがなる

よあけのべるがなる

ラズベリーキューブ

ラブ・パラダイス

らぶでれーしょんop
ラベンダーの純然 (光輪の町、ラベンダーの少女)

ラムネ

ラムネ

ラムネ2017

リンカネーション

リンリンシェアリング

レイルロマネスク

レイルロマネスク

レンブラントの光



レンブラントの光 / yozuca*(D.C.II To You)
レンブラントの光 / yozuca*(D.C.II To You)
レンブラントの光/yozuca

ロケット☆ライド

ロケット☆ライド

ロケット☆ライド

ロケットの夏op

ロックンロールエロゲ

ワールドエンド

ワールドエンド

ワールドエンド

ワールドエンド /グリザ

ワールドエンド(グリザイアの迷宮)
ワールドエンド/グリザイアの迷宮

ワールドスタート/Rin‘ca

わたしのさしすせそ

愛-LOVE-MOTION / Saki（クラスメイトは痴女ばかり）

愛.D.すくらんぶる！

愛しさの雫 / CooRie(D.S.-Dal Segno-)
愛しさの雫 / CooRie(D.S.-Dal Segno-)

愛乞う者

愛乞う者(カミカゼ☆エクスプローラー)

闇の輪廻

宇宙恋光年

運命の誓い

永遠（ファイブED）

永遠（霜月はるか）

永遠なる絆と想いのキセキ

永遠なる絆と想いのキセキ(恋する少女と想いのキセキ OP)

永遠に咲く花

永遠に咲く花

永遠に咲く花

永遠に咲く花

永遠に咲く花 (枯れない世界と終わる花)

永遠のアセリア

永遠のヒカリ ~Song of love to a blue sky~
永遠の奇跡（kala）

永遠の孤独

永遠の孤独

永遠の存在者

永遠の存在者

永遠の魔法使い

永遠の魔法使い

永遠の魔法使い

永久より永遠に

永久より永遠に



遠い背中

遠すぎたメタモルフォーゼ / ユッコ（匣の中の悦楽）

黄昏のリベリオン

乙女至上主義／星架か

夏のファンタジア

夏のファンタジア

夏の終わりのニルヴァーナ

夏の終焉り

夏の終焉り (終わる世界とバースデイ)

夏の日リフレイン

夏色ストレート

夏色ラムネ

果てなき未来 (はつみら)

歌詞ありだけ正直絞りきれんから思いついたもの

花あかりの時

華暦

華暦

海岸線

殻ノ少女op

楽園のメタファー

楽園の扉

楽園の扉 / euphoria
楽園の扉(euphoria)
楽園の扉/euphoria
完全少女論/Nina77

観覧車

館廻り

奇々怪々WonderLand
奇跡のいたずら/Rin‘ca

奇跡メロディ

奇跡メロディ / Rin'ca(D.S.-Dal Segno- in Future)
奇跡メロディ / Rin'ca(D.S.-Dal Segno- in Future)

希望のウタ

希望の旋律 DEARDROPS

希望の前で待ち合わせ

希望の前で待ち合わせ

希望の前で待ち合わせ

輝光ノ剣

偽リノ華

擬翼の偶像/天ノ少女op

虚空のシズク

虚空のシズク

虚空のシズク/ANTI STAR
虚空のシズク/あやかしびと

胸きゅんサプリ

鏡の世界には私しかいない (すばひび)



暁のLeaf Boat
暁のLeaf Boat / ハーレムキングダム

暁の護衛～罪深き終末論～

銀色

銀色、遥か

空気学力少女と少年の詩 23

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩

空気力学少女と少年の詩-PianoVocalVer.-
空気力学少女と少年の詩(素晴らしき日々-不連続存在- OP)
空気力学少女と少年の詩/素晴らしき日々

空気力学少女少年の詩

空種 -そらたね-
君がくれた光(サノバ)

君が代

君が望む永遠

君が望む永遠(age)

君と、二人で

君との軌跡

君にささげる愛のマホウ(D.C.III)
君に逢えたから (いろとりどりのセカイ)

繋がらない世界

血狂穢喰（虚空のバロック）

月の虚

月の虚/虚ノ少女op
月の虚/霜月はるか

月影のbreak away / 宮沢ゆあな（碧眼の双騎士フェリルとリリカ）

月女神の詠唱〜アリア〜
月夜に舞う恋の花

月陽炎



見えない翼

見えない翼

原罪のレクイエム

原罪のレクイエム

原罪のレクイエム

原罪のレクイエム

幻影(maboroshi)

幻想の城

幻想の城

幻想の城(暁の護衛)
幻想の城/暁の護衛

幻想桜閣 16

幻想楼閣

幻想楼閣

幻想楼閣

幻想楼閣

幻想楼閣

幻想楼閣

幻想楼閣

幻想楼閣 / ハピメア FD
幻想楼閣 / 橋本みゆき(ハピメア-Fragmentation Dream-)
幻想楼閣 / 橋本みゆき(ハピメア-Fragmentation Dream-)
幻想楼閣(ハピメア Fragmentation Dream)
幻想楼閣(ハピメア Fragmentation Dream)
幻想楼閣(ハピメア)
幻想楼閣(ハピメアFD)
幻想楼閣(ハピメアFD)
言葉繋ぎ/花たん

孤高之魂魄

誇り高き勇者

後ろ髪の証跡

光あれと願う心を

光の標(プリズム◇リコレクション)

幸せな記憶

幸せな記憶（WA2

幸せノ方程式

幸福のドレス

紅空恋歌

紅空恋歌

紅空恋歌

紅空恋歌

紅空恋歌/車輪の国

紅吹雪/花園めい

今、歩き出す君へ。（いまいも

魂響

魂響/片霧烈火



沙耶の唄

沙耶の唄(沙耶の唄)
砂の城 /AYAKASHI
桜吹雪op

笹鳴雨

散って、咲いて

散って、咲いて

散って、咲いて(シークレットゲーム -KILLER QUEEN- ED2)

斬撃よ！唸れ！咆哮の如く！

残光ルミセンス

残光ルミネセンス/yuiko
残光ルミネセンス/yuiko

時の魔法

時果つる夢/ゴア・スクリーミング・ショウ

朱

呪われた生／祝福された生

秋色

秋色

秋色(秋色恋華)
秋色/橋本みゆき

終わりなき夏　永遠なる

終わりなき空の果て/真理絵

終末のフラクタル

終末のフラクタル

終末ノ少女

終末の微笑

終末の微笑

終末の微笑

獣になれ！

祝福の大地、暁光の世界

春の陽

春の陽 (はるまで、くるる)

春風に願いを

春風のEpisode（小夏ミナト）

瞬間スプライン

純白☆study time
初恋carnival

小さな彼女の小夜曲

少年少女よ、大志を抱け

消せない気持ち

消せない気持ち

硝子のLoneliness

笑顔のエレメンツ

笑顔のレシピ

情熱のウォブル

情熱のウォブル



蒸熱温泉ユートピア

色~イロ~ / 山本章子

色に出でにけりわが恋は

色化粧／もののあはれは彩の頃

信じて in my heart
信じて in my heart
信じられるよ→景の海のアペイリア

心はいつもあなたのそばに

心地いい日常

新世界のα
新世界のα
新世界のα
新世界のα
新世界のα (#アイこめ)

新緑のシンデレラ

真紅の呂旗 -The ONE-（真・恋姫†無双〜萌将伝〜）

真紅の呂旗 -The ONE-（真・恋姫†無双〜萌将伝〜）

刃濤舞う／千桃

制服純情～先生とわたし～

星のメリーゴーランド

星の夢 (星空のメモリア)

星の絆

星の絆 / あまたらすリドルスター

星海を往く希望の歌 (マブラヴ)
星海を往く希望の歌 (マブラヴ)

星空のいま

星空のいま(星空へ架かる橋)
星空のメモリア/星空のメモリア

星座

星座

星彩～asterism～(マブラヴTE)

星織ユメミライ

星織ユメミライ

星織ユメミライ

星織ユメミライ

星織ユメミライ(Aggressive Rock ver)

星織ユメミライ（星織ユメミライ）

星霜の轍

星団歩行

星団歩行

星団歩行

聖夜のスペシャルシューティングスター

青い記憶（渡辺みづきver
青き蟲独（Extravaganza 蟲狂い編）

青空の唄 feat.Luna Luna
青空の彼方へ～Greensleevesより～



青空ポレロ

赤い約束 / Veil ∞ Lia(FORTUNE ARTERIAL)
赤い約束 / Veil ∞ Lia(FORTUNE ARTERIAL)
赤い約束/FORTUNE ARTERIAL
雪のエルフィンリート～Never ending love song～

雪の音色

戦えブルー

創世のタナトス

創世のタナトス

想いのカナタ

操り人形の夜 the〜final〜
蒼い月

蒼い月

蒼い月(流星ワールドアクター)
蒼い月(流星ワールドアクター)
蒼い月/Daisy×Daisy

贈り物

堕天

大切な人へ

第2ボタンの誓い

淡雪/佐倉沙織

蝶/ピアニッシモop

鳥の詩

鳥の詩

鳥の詩 / Lia(AIR)
鳥の詩 / Lia(AIR)
鳥の詩(AIR)

天武の舞、暁の門

冬に咲く華

冬に咲く華

冬に咲く華

冬に咲く華 (美月琴音)

凍京レクイエム

東の空から始まる世界

東の空から始まる世界

東の空から始まる世界

同じ空の下で

同じ空の下で

同じ空の下で

同じ空の下で

同じ空の下で

同じ空の下で

同じ空の下で

同じ星の下で。

道の先、空の向こう

届かない恋



届かない恋

届かない恋

届かない恋

届かない恋 (WHITE ALBUM2)
届かない恋 (WHITE ALBUM2)
届かない恋(WA2)
届かない恋(WA2)

内なる雨

二つめの空

二つめの空

二つめの空 /Aster

二人だけのカーテンコール

二人だけのカーテンコール

二人だけのカーテンコール

二人だけのカーテンコール

二人だけのカーテンコール

二人だけのカーテンコール

二人だけのカーテンコール (浅葉リオ)
二人だけのカーテンコール(パープル)

二人のアルバム

二人色

虹を見つけたら教えてop
虹色のルシア KIYO

白日

番外編キラキラ

緋色の空

非実在系のわたし達(ぬきたし2)

飛べない魔法使い

飛べない魔法使い/やなぎなぎ

風と君を抱いて

風のRhythm

風のように炎のように

風の唄

風の唄（ニュートンと林檎の樹）

風の唄(ニューリン)

風の辿り着く場所

風の理

風の理

宝物

忘却の剣(11eyes)
僕に恋をして!（モテヤバOP）

僕らの未来

本当の勇気に変わるまで

妹のセイイキ

未来ノスタルジア

未来ノスタルジア



未来ノスタルジア

未来ノスタルジア

未来ノスタルジア

未来ノスタルジア (未来ノスタルジア)
未来ノスタルジア(みらノス)
未来ノスタルジア/橋本みゆき

未来フラッグ

未来へのレール(まいてつ)

未来への咆哮 10

未来への咆哮

未来への咆哮

未来への咆哮

未来への咆哮

未来への咆哮/JAM PROJECT
未来への咆哮/マブラヴ オルタ

未来への咆哮/マブラヴ オルタネイティヴ

未来への咆哮/マブラヴオルタ

未来への咆哮/マブラヴオルタネイティブ

未来行き☆列車(まいてつ)

未来図

未来図

夢と色でできている 10

夢と色でできている

夢と色でできている

夢と色でできている

夢と色でできている

夢と色でできている

夢と色でできている

夢と色でできている

夢と色でできている

夢と色でできている(")

夢の季節へ

夢の記憶 Ceui
夢の罪 -end in childhood(ぽっと)

夢の無限回廊

夢の無限回廊

夢を見る夢 / Aster
夢を見る夢/ASTER

夢想歌

明日の君と逢うために

明日への誓い / RARA（魔動装兵クラインハーゼ）

迷ヒ我

蒙古タンメン中本

木漏れ日のバラード

木漏れ日フレネル(1/2 summer OP)

夜空を見上げて／星降る夜のファルネーゼ



夜明けのプリズム

夜明けのベルが鳴る

夜明けのベルが鳴る

夜明けのベルが鳴る

夜明けのベルが鳴る

夜明けのベルが鳴る

野良猫ハート

約束（嫁ヤバOP）

優しい嘘

優しい嘘

優しい嘘 (WHITEALBUM2)

勇気の神様

友恋

友恋

悠久の翼

悠久の翼

悠久の翼

悠久の翼

悠久の翼

悠久の翼

悠久の翼(ef-the first tale)
悠久の翼(ef)

遥か彼方

陽だまりコイゴコロ

陽だまりコイゴコロ(NG恋)

落葉

落葉

立ち上がれ教頭！

輪廻 10

輪廻

輪廻

輪廻

輪廻

輪廻

輪廻

輪廻

輪廻

輪廻（さくら、もゆ

隣(みにモジ)

瑠璃の鳥

瑠璃の鳥

瑠璃の鳥

瑠璃の鳥

瑠璃の鳥 (殻ノ少女)
瑠璃の鳥 / 殻ノ少女

瑠璃の鳥 /殻ノ少女



瑠璃の鳥/殻ノ少女oped
瑠璃の鳥/霜月はるか

恋が鳴る。

恋するMODE
恋するMODE

恋せよ！乙女

恋せよ乙女！

恋せよ乙女！

恋せよ乙女(サノバウィッチ)
恋と魔法のセカイで(タマユラミライ)

恋のつづき

恋のレシピ

恋わずらい

恋愛CHU!

恋獄

恋獄

恋獄 (カルタグラ)
恋獄(カルタグラ)

恋獄（カルタグラ）

恋獄/カルタグラop

恋色レシピ

恋模様/キャサリン（人妻コスプレ妄想）

憐 / みにくいモジカの子

六花のうた

嗚呼、絢爛の泡沫の如く

巫女みこナース・愛のテーマ

巫女みこナース・愛のテーマ

櫻ノ詩 28

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻の詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻の詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻ノ詩



櫻ノ詩

櫻ノ詩

櫻の詩

櫻ノ詩　(サクラノ詩)
櫻ノ詩　(サクラノ詩)
櫻の詩 / サクラノ詩

櫻ノ詩(サクラノ詩)

櫻ノ詩（サクラノ詩）

櫻ノ詩/はな

穢れ亡き夢

穢れ亡き夢/11eyes
絆 (るい智)
翡翠の美羽/虚ノ少女op2


