市川淳 主な作品歴
【劇伴作品】
オンラインゲーム「ラグナロクマスターズ」主題歌「ひとひら」及びゲーム音楽一部担当
アニメ映画「神在月のこども」音楽担当
2021 年 10 月 8 日公開
Nintendo Switch 用ゲームソフト「終遠のヴィルシュ」音楽担当
2021 年 10 月 7 日発売
TV アニメ「真・中華一番！」第二期 音楽担当
2021 年 1 月 スタート
短編映画「オービタル・クリスマス」音楽担当
2021 年 公開予定
アニメ映画「ぼくらの 7 日間戦争」音楽担当
2019 年 12 月 13 日公開開始
TV アニメ「真・中華一番！」音楽担当
2019 年 10 月 スタート
スマートフォンアプリゲーム「ファイナルファンタジーレコードキーパー」 編曲参加
スマートフォンアプリゲーム「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」
エンディングテーマ「余白のほんね」 編曲担当
TV アニメ「不機嫌なモノノケ庵 續」音楽担当
2019 年 1 月スタート
PC/iOS/Android 対応ゲーム「スターリィパレット」収録曲 楽曲提供
2018 年 11 月リリース
テレビ朝日ドラマスペシャル「誘拐法廷～セブンデイズ」音楽担当（沢田完と共同）
2018 年 10 月 7 日
フジテレビ系テレビドラマ「朝が来る」音楽担当
2016 年 6 月 5 日スタート
東海テレビ昼ドラ「明日もきっと、おいしいご飯～銀のスプーン～」音楽担当
2015 年 6 月 1 日スタート

演劇女子部ミュージカル「TRIANGLE-トライアングル-」音楽担当
2015 年 6 月 18 日スタート
演劇女子部ミュージカル「サンクユーベリーベリー」音楽担当
2015 年 10 月 8 日スタート
TBS 系ドラマ「同窓生 ～人は、三度、恋をする～」音楽担当
2014 年 7 月 10 日スタート
TV アニメ「レディジュエルペット」音楽担当
2014 年 4 月 5 日スタート
フジテレビ系テレビドラマ「ビター・ブラッド」音楽担当（大隅知宇、吉川慶と共同）
2014 年 4 月 15 日スタート
TV アニメ「未確認で進行形」音楽担当
2014 年 1 月 8 日スタート
OVA「みツわの」音楽担当
2014 年 3 月 12 日 発売
映画「寫眞館」
「陽なたのアオシグレ」音楽担当
2013 年 11 月 9 日～劇場公開
東海テレビ昼ドラ「潔子爛漫」音楽担当
2013 年 9 月 2 日（月） 13:30～
TV アニメ「ふたりはミルキィホームズ」音楽担当
2013 年 7 月 13 日（土） 22:00～
TBS 系ドラマ「確証～警視庁捜査 3 課」音楽担当
2013 年 4 月 15 日（月） 20:00～
NHK よるドラ「恋するハエ女」音楽担当
2012 年 11 月 6 日（火） 22:55～
TBS 系ドラマ「ビギナーズ！」音楽担当（michitomo と共同）
2012 年 6 月 12 日（木） 21:00～
テレビ朝日ドラマ「妄想捜査～桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活」音楽担当
2012 年 1 月 22 日（日） 23:15～
TV アニメーション「C3-シーキューブ-」音楽担当
2011 年 10 月スタート

体感型ビジュアルサウンドドラマ劇場企画「ヒカリ」音楽担当
2011 年秋～ 劇場公開
TBS 系ドラマ「美男ですね」音楽担当（michitomo と共同）
2011 年 7 月 15 日（金） 22:00～
TBS 系ドラマ「冬のサクラ」音楽担当
2011 年 1 月 16 日（日） 21:00～
テレビアニメ「ヨスガノソラ 10 年 10 月～
音楽担当 （Bruno Wen-Li 名義）
TBS 系ドラマ「うぬぼれ刑事」音楽担当（仲西匡と共同）
2010 年 7 月 9 日（金） 22:00～
TV 朝日 スーパーJ チャンネル 天気予報 BGM
「Lighted Up Road」 作曲
大人の麦茶 公演『タイガーブリージング』＠ 紀伊國屋ホール

音楽担当

2010 年 5 月 7 日～5 月 11 日
パチンコ CR ゴースト ニューヨークの幻
音源制作 （共同制作）
ニンテンドーWii タツノコ VS.CAPCOM クロスジェネレーション オブ ヒーローズ
音源制作（共同制作）
ニンテンドーDS しゅごキャラ！ あむのにじいろキャラチェンジ
ED テーマ 最強 LovePower 作曲
テレビアニメ「レンタルマギカ」 07 年 10 月～
音楽担当
大人の麦茶第十四杯目公演『美女木ジャンクション』＠あうるすぽっと 音楽制作
2008 年 4 月 23 日（水）～4 月 27 日（日）
大人の麦茶第十三杯目公演『サバンナチャンス』＠本多劇場
2008 年 1 月 30 日（水）～2 月 5 日（火）
劇団ゲキハロ第 2 回公演 『寝る子はキュート』 音楽制作
公演期間：'07 6/15(金)～6/24(日)
テレビアニメ「落語天女おゆい」 06 年１月～

音楽制作

音楽担当
Berryz 工房 劇団ゲキハロ旗揚げ公演『江戸から着信！？～タイムスリップ to 圏外！～』音楽制作
公演期間：'06 11/1(水)～11/12(日)
第３９回東京モーターショー2005 NISSAN ブース
ドライビングプレジャー BGM
＜書籍、DVD＞「骨盤調整 ラテンでペルヴィス・ダンス」 2009/7/17 発売
メディアファクトリー \2,625 （tax in） 音源制作
※本人出演歴：2007 年から 2009 年まで日テレ系オーディション番組「歌スタ！！」にハンター（審査
員）として不定期出演。
【アーティスト、声優、歌モノ作品】
松澤由美「ひとひら」2021 年 12 月 11 日公開
ひとひら 作編曲
逢田梨香子「フィクション」2021 年 2 月 24 日発売
M4

花筵 編曲

逢田梨香子「ブルーアワー」2020 年 8 月 7 日配信
ブルーアワー 作編曲
逢田梨香子「Curtain raise」2020 年 3 月 31 日発売
M4 Lotus 作編曲
宮野真守「THE LOVE」2017 年 8 月 2 日発売
M9 僕のマニュアル 作編曲
楠田亜衣奈「カレンダーのコイビト」2017 年 2 月 1 日発売
M7 レイニーマーメイド 作編曲
楠田亜衣奈「Next Brilliant Wave」2016 年 5 月 4 日発売
M7 群青シネマ 作編曲
M10 My yesterdays 編曲
楠田亜衣奈「First Sweet Wave」2015 年 10 月 7 日発売
M6 夢のつぼみ 編曲
宮野真守「FRONTIER」2015 年 9 月 16 日発売
M4 Naked Tango 作編曲

未確認でキャラソン 03「三峰真白 starring 吉田有里」2014 年 3 月 19 日発売
M1

きっちんぱとろーる 作編曲

未確認でキャラソン 02「夜ノ森紅緒 starring 松井恵理子」2014 年 3 月 19 日発売
M1

Good Smell 作編曲

未確認でキャラソン 01「夜ノ森小紅 starring 照井春佳」2014 年 3 月 19 日発売
M1

ほんとのきもち 作編曲

M2

ラブ スペシャリテ 作編曲

CHIHIRO『LOVERS』2014 年 3 月 15 日発売
M3

Present 編曲

宮野真守『PASSAGE』2013 年 9 月 18 日発売
M5

愛の詩～Ulysses の宴～ 作編曲

M8

辻の華 編曲

結城アイラ,美郷あき「星が永遠を照らしてる/美しい地球を知る者よ」 2012/6/27 発売
M1 星が永遠を照らしてる 編曲
喜多村英梨 シングル「紋（しるし）」 2011/11/9 発売
M1 紋（しるし） 作曲「C3 –シーキューブ-」後期オープニング主題歌
M2 雪華（はな） 作曲「C3 –シーキューブ-」前期エンディング主題歌
堀江由衣 アルバム「秘密」 2012/2/22 発売
M5 秘密～君を見てた～ ストリングス編曲
河口恭吾 シングル「桜 キズナ ver.」 2012/3/7 発売
M1 桜 キズナ ver. 編曲
M2 ハナミズキ CMver/. 編曲
芦田愛菜 アルバム「Happy Smile!」 2011/11/23 発売
M2 やさしさに包まれたなら 編曲
TV アニメ「ぬらりひょんの孫～千年魔京～」 キャラクターCD 羽衣狐/狂骨 2011/12/28 発売
M1 漆黒の羽根 作曲
TV アニメ「アスタロッテのおもちゃ！」 OP テーマ「天使の CLOVER」 2011/5/3 発売
M2 Dear… 作曲
松下優也 シングル「Naturally」No.5 2011/5/4 発売
M2 ラブ・ストーリーは突然に 編曲

松下優也 シングル「Naturally」No.4 2011/5/4 発売
M2 壊れかけの Radio 編曲
美郷あき アルバム「My Honesty」2011/4/20 発売
M1 honest word,honest world 編曲
入野自由 1st アルバム「vivid」2010/10/20 発売
M11 流れ星 作詞/作曲/編曲
宮野真守 2nd アルバム「WONDER」2010/8/4 発売
M7 逆さま地球 作曲/編曲
美郷あき シングル「What a beautiful world」2010/4/21 発売
M3 奇跡 編曲
JUN ICHIKAWA feat.AKEMI MASUDA アルバム「POWER FOR RUN」2010/4/14 発売
作曲 サウンドプロデュース
茉奈佳奈 シングル「Mother」2010/4/21 発売
M1 Mother 編曲
テレビアニメ「しゅごキャラ！」キャラクターソングコレクション 3 2010/2/17 発売
M4 茜色の空 / ほしな歌唄 (CV: 水樹奈々) 作曲
久本朋子 デビューシングル「Days」2009/12/9 発売
M1 Days 作詞/作曲/編曲
M2 Nostalgia 作曲/編曲
柴咲コウ アルバム「Love Paranoia」 2009/11/18 発売
M6 notice of the way it is 編曲
M7 break a spell 作曲
M12 Sweet Dream 編曲
M15 大切にするよ 作曲/編曲
M17 泣いていい 作曲
宮野真守 シングル「REFRAIN」 2009/10/21 発売
M2 トロイメライ 編曲
中原麻衣 シングル「Sweet Madrigal」 2009/9/30 発売
M2 We May Dream 編曲
アルファ シングル「STEREO LOVE」 2009/10/14 発売
M1 STEREO LOVE ストリングスアレンジ

「家庭教師ヒットマン REBORN!」キャラソンシリーズ 『心の星／ユニ Believe in

you ／γ（ガン

マ）』 2009/9/16 発売
M1 心の星 作曲
柴咲コウ シングル「ラバソー ～lover soul～」 2009/9/16 発売
M2 Sweet Dream 編曲
M3 Nervous 作曲
テレビアニメ「しゅごキャラ！」キャラクターソングコレクション 2

2009/8/5 発売

M7 月夜のマリオネット 作曲
小池徹平

アルバム「Jack In The Box」 2009/8/5 発売

M2 AIR STYLE 作曲
M7 I'm Here 作曲
白石涼子

2nd アルバム「GLITTER」 2009/8/5 発売

M2 みらいかぜ 作曲
M9 ダリアな気持ち 作曲/編曲
茉奈佳奈

2nd アルバム「ふたりうた２」 2009/8/12 発売

M7 夢をあきらめないで 編曲
M8 銀色の道 編曲
M13 ハートのエースが出てこない 編曲
吉田栄作 シングル「心の旅（ver.2009」 2009/8/5 発売
M2 Still Chasing 編曲
ステファニー アルバム「 Colors of my Voice」 2009/6/17 発売
M9 キズナ 編曲
瀬名 3rd シングル「Never End Wonderland」

2009/6/3 発売

M2 Music of Soul 編曲
M3 EO～転生の光～ 編曲
宮野真守 1st アルバム「BREAK」 2009/3/11 発売
M9 ぼくのキセキ 作曲 編曲
柴咲コウ シングル「大切にするよ」 2009/3/4 発売
M1 大切にするよ 作曲 編曲
（2009 年 3 月公開「映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史」 主題歌）
M3 幸せ繋いでた糸 作曲
島崎和歌子 シングル「HappyLife ～明日に向かって～」 2009/1/28 発売
M1 HappyLife～明日に向かって～ 編曲

M2 世界でいちばん熱い夏 編曲
茉奈佳奈 ファーストアルバム「ふたりうた」 2009/1/14 発売
M4 守ってあげたい 編曲
M8 恋のバカンス 編曲
中森明菜「フォーク・ソング ～歌姫抒情歌」 2008/12/24 発売
M5 想い出まくら 編曲
M7 冬が来る前に 編曲
FTIsland JAPAN 1st SINGLE「THE ONE」 2008/12/17 発売
M3 You'll Be In My Heart 編曲
RUMI 1st SINGLE「楽園ウォーカー」 2008/11/19 発売
M1 楽園ウォーカー 作曲
John-Hoon 2nd ALBUM「今日も新しい夢を見る」 2008/11/05 発売
M6 何も言えない 作詞 作曲
M9 サブリミナル 作曲
白石涼子 CD＋DVD SINGLE「ダリアな気持ち」 2008/9/10 発売
M1 ダリアな気持ち 作曲 編曲
みつき 1stALBUM「COLOR」 2008/9/3 発売
M7 キズナ 編曲
工藤静香 ALBUM「MY PRECIOUS -Shizuka sings songs of Miyuki-」 2008/8/20 発売
M2 銀の龍の背に乗って 編曲
M6 カム・フラージュ 編曲
M7 浅い眠り 編曲
今井ゆうぞう 1stALBUM「YUZO」 2008/5/9 発売
M4 誰だってヘラクレス 作曲 編曲
M8 オカエリの歌 編曲
M10 僕は君さ 編曲
柴咲コウ ALBUM「SingleBest」 UPCH-20082／3,000 円 （tax in）
M5 Prism 編曲
M7 invitation 編曲
M9 glitter 作曲
M15 Sweet Mom 作曲 編曲

柴咲コウ ALBUM「TheBackBest」 2008/3/12 発売
M4 graybee 編曲
M7 帰り道 編曲
M9 interference 編曲
SHOWTA （蒼井翔太）1stALBUM「EVE」 2008/3/5 発売
M8 ソーセージ 作詞 作曲 編曲
田村ゆかり ALBUM「十六夜の月、カナリアの恋。
」 2008/2/27 発売
M7 Petite lumiere 作曲 編曲
タイナカサチ 2nd ALBUM「Love is...」 2008/2/13 発売
M10 桜舞う 作曲 編曲
シド Single 『夏恋』2007 年 7 月 11 日発売
M1 夏恋 編曲 サウンドプロデュース
DRM(dream) Album 『DRM』2007 年 6 月 27 日発売
M4 Why fall in love? 作曲
柴咲コウ MaxiSingle『プリズム』2007 年 5 月 30 日発売
M1 プリズム 編曲 （東宝系 6/2 公開映画 『その時は彼によろしく』主題歌）
M3 少しづつ 作曲
米倉千尋 Album 『Kaleidoscope』2007 年 4 月 25 日発売
M10 胸いっぱいの愛 作曲
柴咲コウ 3rd Album 『嬉々』2007 年 4 月 25 日発売
M1 嬉々 編曲
M3 regret 編曲
M4 invitation 編曲
M8 interference 編曲
M13 カレンダー 作曲
中森明菜 バラード・ベスト -25TH ANNIVERSARY SELECTION- 2007 年 3 月 28 日発売
M3 あの夏の日 作曲 編曲
島谷ひとみ 6thAlbum『PRIMA ROSA』2007 年 3 月 7 日発売
M3 晴れた日は… 作曲 編曲

後藤沙緒里 2nd Album 『Bitter Sweet』2007 年 3 月 14 日発売
M2 JUMP 作曲
M4 小さな公園 作曲 編曲
M9 蝶の螺旋 作曲
M10 私に愛されている人 作曲 編曲
M11 BITTER SWEET 作曲
URURU 1stSingle『ナンクルナイサ』2007 年 1 月 24 日発売
M1 ナンクルナイサ 作曲
伊武深司 『EVE』2006 年 12 月 6 日発売
M3 空海～kookai～ 作詞 作曲 編曲
あきよしふみえ ポケットモンスター ダイヤモンド＆パール OP 曲『Together』2006 年 11 月 29 日発
売
M1 Together 編曲
松浦亜弥 Album『Naked Songs』2006 年 11 月 29 日発売
M1 Feel Your Groove 編曲
SHOWTA 2nd Single 『Trans-winter～冬の向こう側～』2006 年 11 月 22 日発売
M2 雪の音 編曲
シド 3rd Album 『play』2006 年 11 月 8 日発売
収録曲 Room 編曲 サウンドプロデュース
柴咲コウ マキシシングル 『invitation』2006 年 8 月 9 日発売
M1 invitation 編曲
TBS 金曜ドラマ「タイヨウのうた」主題歌
谷村新司 『風の暦』2006 年 9 月 13 日発売
M1 風の暦 編曲 （JR 西日本「ディスカバーウエストキャンペーン」 TVCM 曲）
奥田美和子 アルバム 『君を想う』2006 年 9 月 6 日発売
M2 月が好き 編曲
Lady Marmalade デビューマキシシングル 『Rendezvous』 2006 年 4 月 5 日発売
M2 終わらない夢 編曲 （映画「ナイチンゲーロ」主題歌 2006 年 3 月 25 日公開）
高橋瞳 ファーストアルバム 『sympathy』 2006 年 3 月 1 日発売
M4 コトノハ 作曲

柴咲コウ マキシシングル 『影』 2006 年 2 月 15 日発売
M2 interference 編曲
M3 あのひとこのひと 編曲
落語天女おゆい キャラクターソングアルバム 2006 年 3 月 8 日発売
M4 Searchin' for （CV 小林ゆう） 作詞 作曲 編曲
柴咲コウ 2nd アルバム 『ひとりあそび』2005 年 12 月 14 日発売
M4 Graybee 編曲 Guitar
M6 Glitter 作曲
M8 濡れた羽根 編曲
M10 若手クリエーター 編曲
M11 Sweet Mom 作曲 編曲
CHEMISTRY 4th アルバム 『fo(u)r』2005 年 11 月 16 日発売
M2 キミがいる 作曲
CHEMISTRY シングル 『almost in love』2005 年 11 月 2 日発売
M3 キミがいる （MATALLY New Era Mix) 作曲
近江知永 2nd シングル 『Float～空の彼方で～』2005 年 11 月 23 日発売
M1 Float～空の彼方で～ 編曲（TV アニメ 『Solty Rei』ED テーマ曲）
柴咲コウ マキシシングル 『Sweet Mom』2005 年 10 月 5 日発売
M1 Sweet Mom 作曲 編曲（全国東宝洋画系映画 『この胸いっぱいの愛を』主題歌 ）
近江知永 1st シングル 「ウタカタ」2005・7・27Release
M1 ウタカタ 編曲（キッズステーション・アニメ「Ｄｒｅａｍ Ｆａｃｔｏｒｙ」エンディング・テ
ーマ）
M2 火ノ花 編曲
山本サヤカ ミニアルバム 『惜春』2005 年 2 月 16 日発売
M1 東京だより 共同編曲
林明日香 ミニアルバム 『つないで』2005 年 3 月 2 日発売
M1 大切にしようね 共同編曲
M2 スノウドロップ 編曲・サウンドプロデュース

（2004 年 12 月～2005 年 NHK「みんなのうた」
）

M5 もう一度あなたに会いたい ピアノバージョン

作曲

CHEMISTRY シングル 『キミがいる』2005 年 2 月 23 日発売
M1 キミがいる 作曲（日本テレビ系ドラマ「87%－私の 5 年生存率-」主題歌）

柴咲コウ マキシシングル 『 Glitter 』2005 年 2 月 16 日発売
M1 Glitter 作曲（TBS 系 「恋するハニカミ」テーマ曲）
茅原実里 HEROIN 2004/12/22 発売
M2 ｊｅｌｌｙ ｂｅａｎｓ
Ｗ

作編曲 プログラミング

デュオ Ｕ＆Ｕ 2004/06/02 発売

M12 センチ・メタル・ボーイ 編曲 プログラミング
林明日香 初戀 2004/07/14 発売
M6 もう一度あなたに会いたい 作編曲
柴咲コウ マキシシングル「かたちあるもの」 2004/8/11 発売
M2 「帰り道」 編曲 プログラミング
林明日香 1stAlbum「咲」収録曲「道標」作編曲
エンジェル「六甲おろし」 編曲
上野未来 「雨」編曲
キングレコード「キングサウンドライブラリー」SF/ファンタジー篇
林明日香 4thSingle「もう一度あなたに会いたい」2003/11/19 発売
M1 「もう一度あなたに会いたい」作編曲
【ＣＭ音楽、ＶＰ音楽】
スクーデリア 46 モーターショー出展用 VP 音楽
TDK PV 「ミライの人生」 音楽制作（スタジオコロリド作品）
妖怪ウォッチ 妖怪ワールド TV CM 音楽制作
TVCM ファイザー「小児用肺炎球菌ワクチン」 河口恭吾「桜」「ハナミズキ」編曲
TVCM アリコ 「調査篇」音楽担当
BANDAI TVCM NARUTO-ナルト-カードゲーム 作編曲
@NetHome TVCM コンテンツＣＭ 「タカシモテモテ」「オトナなミキちゃん」篇 作編曲
大阪松坂屋 TVCM '04 ChristmasKiss 歌：松本英子 編曲
花王ワイドハイター「みんなの汚れ」篇 作編曲 プログラミング
山崎パン「春のパン祭り 2004」 編曲
花王ビオレボディケアフォーム「デビュー」篇 声の出演：ビオレパパ役
National IH 調理器「繰り返す幸せ」篇 作編曲 プログラミング
わかさ生活「ブルーベリーアイ」 歌：チャームスベイビーズ 編曲
SONY「QRIO+MUSIC」 出演：QRIO 作編曲
大東建託サウンドロゴ 「いい部屋ネット」 ’04 秋～
※『いい部屋ネット、大東建託♪』のサウンドロゴが長期使用継続中

大東建託「部屋が一番」篇

出演：米倉涼子 作編曲

任天堂 GBA 用ゲームソフト「マリオ＆ルイージ RPG」TV-CM
第一パン TV-CM ポケモンラップ
GMO サウンドロゴ
ナショナル ノンフロン冷蔵庫 TVCM 「断熱実証」篇
JASRAC ラジオ CM 03' 8 月 BGM 出演 40"
マクドナルド スモークドビーフサンド TVCM「ニューヨーカー！」篇
マクドナルド 南仏風ラタトゥーユサンド TVCM「南仏の恵み」篇
JA 共済 交通安全 TV-CM「標識」篇
@NetHome TV-CM 「女性向け」「GAME」
「勉強・教育」篇
LOTTESNOW Dole W フラッペ TV-CM「フラフラッペ」篇
LOTTESNOW 雪印 トルコ風アイス夏マンゴーTV-CM「伸びるマンゴー」篇
バンダイ PS2 ゲーム「NARUTO 忍の里の陣取り合戦」 TV-CM 「ご注意」篇
SUZUKI スクーターchoinori TVCM「走れ、国産」篇
LION ソフトインワン TVCM 「一人二役」篇 本編＋サウンドロゴ
財団法人 省エネルギーセンター TVCM「できること、もっと。
」篇 サウンドロゴ
ベネッセ 子供チャレンジ 付録ビデオ BGM
サロンパス フェイタス VP
日本アジア航空 2003 Maiking Of TV-CM VP
TOYOTA VP 挿入歌 ハッピーバースデイ作曲
太陽企画 SLEM2 プロジェクト VP 「肌」「侍」篇
AEON NAVI BGM 60"×3TYPE
京大柔道部遠征歌 編曲
Nestle Maggi 店頭用 VP 60" モーツァルト「魔笛」編曲
SONY COCOON VP 「COCOON CIRCLE のススメ」篇
AEON 給付金 TVCM 「相談」篇
ナショナル エアコン KIREI

TVCM 「冬のお部屋」篇

ナショナル セパレートポットジャー TVCM 「ウエディング」篇挿入歌「省エネの歌」作曲・出演
ナショナル IH クッキングヒーター TVCM 「エジソン」篇
P&G アリエール

TVCM 「my favorite bag」篇

ナショナル ノンフロン冷蔵庫 TVCM 「大地の恵み」篇
ナショナル エアコン KIREI

TVCM 比較篇

ナショナル エアコン KIREI ラジオ CM お掃除音で音楽。
JUST SYSTEM ナレッジカンパニー VP

