
未分類

【ニコカラ】 【零の軌跡】 way of life 

 - SOUL TAKER - 

 [ニコカラ]Asgard　(onvacal) 

 【MAD】Gジェネレーション フルブラスト(long) 

 【カラオケ用】Distorted Painに字幕を入れてみた 

 【テイルズMAD】 Tales of 終端の王と異世界の騎士 【P？S-R】 

 【ニコカラ】　　SECRET AMBITION　　水樹奈々　　【カラオケ】 

 【ニコカラ】　　大好きだよ。　　大塚　愛　　(カラオケ) 

 【ニコカラ】 「INNOCENCE」　ソードアート・オンライン後期OP 

 【ニコカラ】 Don't be long (on vocal) 

 【ニコカラ】 Innocent Starter(on vocal) 

 【ニコカラ】　MASSIVE WONDERS　　水樹奈々　（カラオケ） 

 【ニコカラ】 oath sign (on Vocal) 

 【ニコカラ】　TVアニメ「中二病でも恋がしたい」OP　「Sparkling Daydream」 

 【ニコカラ】　それでも町は廻っているーメイズ参上！ 

 【ニコカラ】　過激気　【獣拳戦隊ゲキレンジャー】 

 【ニコカラ】 覚醒Ⅹ 【JAM Project】 

 【ニコカラ】　暴走戦隊ゾクレンジャー　【特撮】 

 【ニコカラ】　夢を信じて　OnVocal 

 【ニコカラ】☆☆☆☆☆☆(Vo.on)【六ツ星きらり】 

 【ニコカラ】Dreamer【on vocal】 

 【ニコカラ】edeN【アイマス】 

 【ニコカラ】Eternal Love 2006 咲-saki-名場面MAD OnVocal 

 【ニコカラ】FLIGHT FEATHERS(On Vocal版) 

 【ニコカラ】Lunatic Tears　Fullバージョン？_の実験 

 【ニコカラ】LΛST RESOLUTION （Japanese ver．） 

 【ニコカラ】MUSIC【アイマス】 

 【ニコカラ】PRACTICE MODE full (On. Vocal) 

 【ニコカラ】Realization【on vocal】 

 【ニコカラ】spiral【BLOOD-C】 

 【ニコカラ】Taste of Paradise【おちんこOP】 

 【ニコカラ】TRAGIC BOY【offvocal】 

 【ニコカラ】TRAGIC BOY【onvocal】 

 【ニコカラ】おねがい☆ティーチャー 「Shooting Star」【Vocal有】 

 【ニコカラ】カチューシャ　プラウダ高校ver【Катюша】 

 【ニコカラ】カミサマネジマキ【on vocal】修正版 

 【ニコカラ】サクラミツツキ【on vocal】 

 【ニコカラ】シリウス【キルラキル】 

 【ニコカラ】セメントの犬のうた【OnVocal】 

 【ニコカラ】てーきゅう2期主題歌CD「メニメニマニマニ」PV 

 【ニコカラ】ビジョナリー【アイマス】 

 【ニコカラ】ペルソナ4　通常戦闘曲　Reach Out To The Truth 

 【ニコカラ】ポケモン言えるかな？(Vo.on) 
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 【ニコカラ】ホメノビ☆じゃぱんだ【Ｌｉｎｋｓ】 

 【ニコカラ】ユメのなかノわたしのユメ【on vocal】 

 【ニコカラ】ラブライブ！２期OP「それは僕たちの奇跡」 オンボーカル 

 【ニコカラ】ランサー／民安★ROCK（歌入り＋α） 

 【ニコカラ】月煌ノ剣 full (On. Vocal) 

 【ニコカラ】言ノ葉【on vocal】≪ピコ≫ 

 【ニコカラ】斬撃よ 唸れ 咆哮の如く／華憐（歌入り） 

 【ニコカラ】始まりのresolution(OnVocal) 

 【ニコカラ】時を越えて【夢想灯籠】 

 【ニコカラ】瞬く星の下で【on vocal】≪ポルノグラフィティ≫ 

 【ニコカラ】鐘を鳴らして【TOVフルver.】 

 【ニコカラ】深蒼【On Vocal】 

 【ニコカラ】水樹奈々 恋の抑止力 PV with 杉田智和　on vocal 

 【ニコカラ】絶刀・天羽々斬(On Vocal版) 

 【ニコカラ】戦姫之理【onvocal】 

 【ニコカラ】帝王閣ホテル応援歌【OnVocal】 

 【ニコカラ】緋弾のアリア　Ｓｃａｒｌｅｔ Ｂａｌｌｅｔ【オンボ】 

 【ニコカラ】不死鳥のフランメ full (On. Vocal) 

 【ニコカラ】未来日記OPフル「空想メソロギヰ」（カラオケ歌詞付） 

 【ニコカラ】夢であるように 

 【ニコカラ】夢幻廻廊1.5 華憐-endress corridor (on vocal) 

 【ニコカラ】友達以上恋人未満(Vo.on)【友達以上恋人未満】 

 【ニコカラ】鈴の密かな恋の唄／棗鈴（民安ともえ）（歌入り） 

 【ニコカラ】恋の桶狭間 full (On. Vocal) 

 【ニコカラHD】オラシオン￥／白（茅野愛衣【ノーゲーム・ノーライフ】 

 【ニコカラPSO2】Our Fighting song by Kuna【OnVocal】 

 【ニコカラPSO2】永遠のencore【OnVocal】 

 【ニコカラが欲しい】Fellows【カーニバル・ファンタズム】／遠藤正明 

 【ニコ力ラ】コンプレックス・イマージュ 

 【プリパラ】アイドルソング♪コレクションメドレー 

 【みんすのうた】初音ミクさんが歌う「友愛をとりもどせ!!」 

 【ロウきゅーぶ!SS】Get goal!【ニコカラ】 

 【ワルキューレ・ロマンツェ】 UN-DELAYED カラ動 

 【化物語】 君の知らない物語 ／ supercell 【カラオケ字幕付】 

 【修正版】THE IDOLM@STER STATION!!!+ 第1回 

 【修正版】THE IDOLM@STER STATION!!!+ 第1回 

 【修正版】THE IDOLM@STER STATION!!!+ 第1回 

 【修正版】THE IDOLM@STER STATION!!!+ 第1回 

 【修正版】THE IDOLM@STER STATION!!!+ 第1回 

 【修正版】THE IDOLM@STER STATION!!!+ 第1回 

 【修正版】THE IDOLM@STER STATION!!!+ 第1回 

 【替え歌】自由の社畜【進撃の巨人】 

 【超次元ゲイムネプテューヌ】Dimension tripper!!!!／nao offvo 

 【兵部京介】LΛST RESOLUTION (E)【MAD】 
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 【兵部京介】LΛST RESOLUTION (J)【MAD】 

 【魔法少女リリカルなのは】 BRIGHT STREAM カラ動 

 【魔法陣グルグル】Wind Climbing～風にあそばれて～【矢島さん＋本家】 

 Alice in Dreamlandを歌ってみました。【じゃっく】 

 MADLAX挿入歌【nowhere】（歌詞付き） 

 THE IDOLM@STER STATION!!+ #13 (2013.06.24) 

 いっぱいいっぱいをカラオケで歌えるようにしてみた 

 ガンダムOP・ED主題歌集その04-SEEDから00まで2002-2007作業用BGM集 

 サイレントヒル３～サイレントヒルの歌 

 サウスパーク　uncle fucker! 

 ステラグロウ主題歌？真聖輝のメタモルフォシス？(Live音源Full) 

 ニコカラ ストライク・ザ・ブラッド 『ストライク・ザ・ブラッド』 OnVocal 

 華アワセ　ラジオ告知＆百歳役キャストコメント 

 純 

 水樹奈々 恋の抑止力 PV with 杉田智和 

 戦姫絶唱シンフォギアG キャラソン5　鏖鋸・シュルシャガナ 【歌詞つき】 

[カラオケ]　君さえいれば - DEEN　[on-vocal] 

[ニコカラ]Dreaming!　民安★ROCK　割と高音質 

［ニコカラ］MOON LIGHT [on-vocal] 

[ニコカラ]Wahrheit￥／妖精帝國 

[ニコカラ]桜キッス(On Vocal) 

[ニコカラ]櫻舞う￥／電気式華憐音楽集団 

[フル動画・歌詞付]覇王大系リューナイト アデューレジェンド「風の翼」 

[訂正]偽装声優照井春佳さんまとめ[布教用] 

[東方ニコカラ][歌入り]ファンシーエディタ[修正版] 

「テイルズ・オブ・ナイツ」に歌詞と動画をつけた気になってみた 

「テイルズ・オブ・ナイツ2」に歌詞と動画をつけた気になってみた 

「メルヘンデビュー」歌だけお試し版【歌詞付き】（歌：安部菜々） 

【BGM】 HOME MADE 家族 【名曲集】 

【HND】レコンキスタ - Reconquista 

【IOSYS】突撃！ガラスのニーソ姫！【OnVocal】 

【ＭＡＤ】フルメタルパニックＴＳＲ　南風【高画音質９５ＭＢ】 

【PSO2】 「終わりなき夢幻」Part3 紹介映像 【アプデ情報】 

【PSO2ニコカラ】終わりなき物語【ONVocal】 

【PVニコカラHD】BURST THE GRAVITY（Onvocal） 

【PVニコカラHD】Decade （Onvocal) 

【PV風】Dead END[by.UFCOK]【OnVocal】 

【カラオケ】Alteration（on vocal） 

【カラオケ】MAD　僕らは、今のなかで　ラブライブ　歌詞付【on vocal】 

【カラオケ】MADきっと青春が聞こえる　ラブライブ 歌詞付【on vocal】 

【カラオケ】シルシ　ソードアート・オンラインⅡED3 オケ風【on vocal】 

【カラオケ】ひぃ・ふぅ・みぃ【苺ましまろ】 

【カラオケ】虚空のシズク（あやかしびと）【エロゲ】 

【カラオケ】瞬間センチメンタル　鋼の錬金術師　カラオケ【off vocal】 
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【カラオケ】夢の続き　さくら荘のペットな彼女OP２歌詞付き【on vocal】 

【カラオケMIDI】みんな集まれ！ファルコム学園OP「Go Fight!」 

【スクフェス風ニコカラ】COLORFUL VOICE（on vocal） 

【スクフェス風ニコカラ】だってだって噫無情（on vocal） 

【スクフェス風ニコカラ】愛は太陽じゃない？（on vocal） 

【だから僕は、Hができない。】Reason why XXX (FullSize)【ニコカラ】 

【ナナカラット】　夢のカケラ　【ニコカラ】 

【ニコカラ】 「僕は友達が少ないNEXT」 「僕らの翼」 full on voice mixed vocal 

【ニコカラ】 「魔法少女まどか☆マギカ」 ED 「Magia」 English ver FULL by AmaLee 

【ニコカラ】　14 to 1 （on vocal）FULL背景映像有り　暫定版 

【ニコカラ】 Ⅳのファンサービスアスレチック (on) 

【ニコカラ】 abnormalize（on vocal） 

【ニコカラ】 crescendo (on vocal) 

【ニコカラ】　crossing field 　ソードアート・オンライン　【off vocal】 

【ニコカラ】 Darling...Kiss immediate (on vocal) 

【ニコカラ】 Darling… Kiss immediate ～ダキシメテ～ [zero∞mix] (on vocal) 

【ニコカラ】 E JUNK (on vocal) 

【ニコカラ】　evolution 《on vocal》　【ラテール】 

【ニコカラ】　Heartbeat,Heartbreak　ペルソナ4 

【ニコカラ】　Oath Sign　Fate￥／Zero　LiSA　【off vocal】 

【ニコカラ】　Oath Sign　Fate￥／Zero　歌詞付き　【on vocal】 

【ニコカラ】 ORBITAL BEAT　test用アップonボーカル 

【ニコカラ】 Raison d'etre ／ 電気式華憐音楽集団 【GUN-KATANA】 

【ニコカラ】　Rise Up Your Flag　【特撮】 

【ニコカラ】 Sledgehammer Romance (on vocal) 

【ニコカラ】 Snow halation (on vocal) 【60fps】 

【ニコカラ】 イチズ 【OnVocal】 

【ニコカラ】 この中に1人、妹がいる！ OP 「Choose me？ダーリン」 

【ニコカラ】 さぁ 【onvocal】 

【ニコカラ】 すーぱー☆あふぇくしょん [カーニバル・ファンタズム] 

【ニコカラ】 ノーザンクロス (on vocal) 【マクロスF ED2】 

【ニコカラ】 俺流JUSTICE 【JAM Project】 

【ニコカラ】 逆光のフリューゲル （on vocal） 

【ニコカラ】 極楽荊姫 【ALI　PROJECT】　（onvocal） 

【ニコカラ】 残念系隣人部★★☆（星二つ半） (on vocal) 【はがない OP】 

【ニコカラ】 秋桜 (on vocal) 

【ニコカラ】 青春サツバツ論 on Vocal 

【ニコカラ】 鉄のララバイ 【レッドショルダー】 

【ニコカラ】 天空のカナリア (on vocal) 

【ニコカラ】 悲しみは誰の願いでもない （Onvocal） 

【ニコカラ】 冒険彗星 (on vocal) 

【ニコカラ】 乱舞 Escalation 【特撮】 

【ニコカラ】 烈風 (off vocal) 

【ニコカラ】「テイルズ・オブ・ナイツ」 
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【ニコカラ】「テイルズ・オブ・ナイツ2」 

【ニコカラ】「片翼のイカロス」 

【ニコカラ】【カラオケ】LEVEL5-Judgelight- 

【ニコカラ】☆☆☆☆☆☆(Vo.on)【六ツ星きらり】 

【ニコカラ】1￥／3の純情な感情【on Vocal】 

【ニコカラ】be your shield【on vocal】≪凋叶棕≫ 

【ニコカラ】black bullet【INST】 

【ニコカラ】Black MUTATION／Tatsh feat.片霧烈火 on vocal 

【ニコカラ】Blood teller[by.AKASABI](OnVocal) 

【ニコカラ】BLUEBIRDシンドローム(OnVocal)【榊原ゆい】 

【ニコカラ】brave heart(OffVocal)《OnV版YouTub有》 

【ニコカラ】BREAK INTO THE DARK【onvocal】 

【ニコカラ】Bullshit!! Hard Proble!!【OnVocal】 

【ニコカラ】C.C.Lemon 元気応援SONG【松岡修造】 

【ニコカラ】closest love (inst) 

【ニコカラ】closest love (Onvocal) 

【ニコカラ】CORE PRIDE　[by.ЯR](OnVocal) 

【ニコカラ】DIAMIND RING￥／上野ちひろ＆榊原ゆい【マクロスF劇】（on vocal） 

【ニコカラ】dissonant chord(Vo.on)【プリンセスワルツ】 

【ニコカラ】Don’t say lazy [5人Ver.]（けいおん）【OnVocal】 

【ニコカラ】Escape From The City【on vocal】 

【ニコカラ】Eternal Wish(Vo.on)【恋もも】 

【ニコカラ】EXEC_CUTYPUMP￥／.[あう(ぐしゃ人間)]〈OPﾙｰﾌﾟVer.〉(OnVocal) 

【ニコカラ】gemini￥／電気式華憐音楽集団（on vocal)【双子座のパラドクス】 

【ニコカラ】get the regret over (on vocal)【闘神都市Ⅲ】 

【ニコカラ】Give me ×××!!(Vo.on)【エーデスワイス】 

【ニコカラ】go on a trip(Vo.on)【キラ☆キラ】 

【ニコカラ】God only knows -Secrets of the Goddess- (onvocal 

【ニコカラ】Good-bye crisis【OnVocal】 

【ニコカラ】HesitationSnow (Onvocal) 

【ニコカラ】HesitationSnow　（修正版） 

【ニコカラ】HIGHSCHOOL OF THE DEAD[by.周平]【OnVocal】 

【ニコカラ】hurting heart(Vo.on)【神曲奏界ポリフォニカ THE BLACK】 

【ニコカラ】IGNITE【ソードアート・オンラインII】《on vocal》 

【ニコカラ】Isolation（On Vocal）【つよきす】 

【ニコカラ】keep existing（on_vocal）_歌詞修正版 

【ニコカラ】Labyrinth￥／妖精帝國(on vocal)【終の館】 

【ニコカラ】Let's Jump!(Vo.on)【キラ☆キラ】 

【ニコカラ】ＬＯＶＥ＊Ｖ／新堂真弓＆みるく（歌入り）【2番～耳コピ】 

【ニコカラ】Morning Dreamer【On Vocal】 

【ニコカラ】My Sweet Lady【オンボーカル】 

【ニコカラ】Nevereverland【on vocal】≪ナノ≫ 

【ニコカラ】New Day,New Life ￥／ KOKIA(on vocal)【テイルズオブイノセンスR】 

【ニコカラ】NO,Thank You! (Rev2)（けいおん）【OnVocal】 
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【ニコカラ】Now or never【on vocal】 

【ニコカラ】O.H.B.I. ～校歌絶叫～(Vo.on)【キラ☆キラ】 

【ニコカラ】Perfect-area complete!【バカテス】 

【ニコカラ】Pray's Color -Lost-（on vocal） 

【ニコカラ】Premonition Dream　歌あり 

【ニコカラ】Rewrite（サイキックラバー）(OnVocal) 

【ニコカラ】Run with Wolves【On Vocal】_アニメPV 

【ニコカラ】Sacred Force（on vocal） 

【ニコカラ】Shine Days【On Vocal】_アニメPV 

【ニコカラ】SHOOT![RO-KYU-BU!](OffVocal) 

【ニコカラ】SHOOTING STAR(Vo.on)【お願いお星さま】 

【ニコカラ】sister's noise(カラオケ) 

【ニコカラ】SLASH!!（デジモンテイマーズ）[しゃんてぃす](OnVocal)《YouTub》 

【ニコカラ】ＳＭ判定フォーラム　OnVocal【旧仕様高画質】

【ニコカラ】Starlight　Vision【東方】 

【ニコカラ】START：DASH!!（off vocal） 最終回バージョン 

【ニコカラ】stigma【妖精帝國】(on vocal) 

【ニコカラ】t r a v e l e r s(Vo.on)【キラ☆キラ】 

【ニコカラ】Taste of Paradise -full ver- 高梨奈緒(喜多村英梨) 

【ニコカラ】Tomorrow Song ～あしたのうた～【カラオケ】 

【ニコカラ】Tomorrow Song ～あしたのうた～【カラオケ】 

【ニコカラ】U＆I【OnVocal】 

【ニコカラ】Vanguard／JAM Project 

【ニコカラ】Vanille Rouge -ヴァニーユ・ルージュ-(Vo.on)【フォセット】 

【ニコカラ】Vault That Borderline!【アイマス】 

【ニコカラ】アイドルマスター relations (M@STER VERSION) On Vocal 

【ニコカラ】アイのシナリオ≪on　vocal≫ 

【ニコカラ】アルカディア・パレード(Vo.on)【姫さまっお手やわらかに】 

【ニコカラ】エアーマンが倒せない　天乙准花ver.【OnVocal】 

【ニコカラ】おはよう。(on vocal)【HUNTER×HUNTER】 

【ニコカラ】オリオンをなぞる[by.しょーへ](OnVocal) 

【ニコカラ】ガーネット（時をかける少女）[いちご](OnVocal) 

【ニコカラ】カルマ￥／BUMP OF CHICKEN(on vocal)【テイルズオブジアビス】 

【ニコカラ】カルマ【on vocal】 

【ニコカラ】ギー太に首ったけ（けいおん）【OnVocal】 

【ニコカラ】キングゲイナー・オーバー！(Vo.on)【キングゲイナー】 

【ニコカラ】グリーン・グリーン(Vo.on)【グリーングリーン】 

【ニコカラ】グロウアップ[Hysteric Blue]【OnVocal】 

【ニコカラ】こんなに近くで… 【ボーカルなし】 

【ニコカラ】サイレント・ヴォイス【歌付きフルコーラス】H264最高画質 

【ニコカラ】サカレサマー／民安★ROCK（歌入り） 

【ニコカラ】さくら荘のペットな彼女 ED 「DAYS of DASH」（on vocal） 

【ニコカラ】サディスティック永琳教 『松樹千年翠』【onVocal版】 

【ニコカラ】さよなら、またね (on vocal) アッチむいて恋 挿入歌 
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【ニコカラ】しあわせのみつけかた(Vo.on)【フォーチュンクッキー】 

【ニコカラ】シュタインドゲートOP - Hacking to the Indo - 

【ニコカラ】すーぱー☆あふぇくしょん【TYPE-MOON】 

【ニコカラ】すきッス☆STEADYキッス!! DOKIっすmix【あべぷろ】 

【ニコカラ】ダ・カーポ ～第2ボタンの誓い～(Vo.on)【D.C.】 

【ニコカラ】ダイヤモンドスター☆￥／麻生夏子(ヴァンガードED)~on vocal 

【ニコカラ】チーターマン2をラップ調で歌ってみたon.vocal 

【ニコカラ】ちる はな さくら remix ￥／ 榊原ゆい (v.off) 

【ニコカラ】とある魔術の禁書目録Ⅱ　Ｎｏ ｂｕｔｓ！【ONｖｏｃａｌ】 

【ニコカラ】トポロジー【OnVocal】 

【ニコカラ】ナイショの話[by.irony]【OnVocal】 

【ニコカラ】はじめまして、恋。(Vo.on)【淫妹BABY】 

【ニコカラ】ハナノイロ(花咲くいろは)(OnVocal) 

【ニコカラ】ハナノイロ[by.ちーちゃん](OnVocal) 

【ニコカラ】ひだまりスケッチ×メドレー（On Vocal）【Arr： おにたん】 

【ニコカラ】フラッシュマンで、FＬＡＳＨ！【ヒャダイン】 

【ニコカラ】プラネテス Wonderful Life￥／酒井ミキオ 【OnVocal】 

【ニコカラ】マイペース大王(Vo.on)【げんしけん】 

【ニコカラ】マジLOVE1000%[by.よなお](OnVocal) 

【ニコカラ】マテリアルワールド【on vocal】 

【ニコカラ】まもりたい~White Wishes~ English ver￥／BoA(on vocal)【TOG・TOGF】 

【ニコカラ】まもりたい~White Wishes~￥／BoA(on vocal)【TOG・TOGF】 

【ニコカラ】メイドさんスーパーライブ!!／民安ともえ（歌入り） 

【ニコカラ】もってけ！セーラーふく【OnVocal版】 

【ニコカラ】ラブライブ！２期OP「それは僕たちの奇跡」 オフボーカル 

【ニコカラ】ラブライブ！2期OP「それは僕たちの奇跡」（ON Vocal） 

【ニコカラ】ランティス組曲 feat.Nico Nico Artists（プロトタイプ版）(OnVocal) 

【ニコカラ】リアル鬼ごっこ(Vo.on)【リアル鬼ごっこ】 

【ニコカラ】リフレクティア　true tears【歌詞付】 

【ニコカラ】レッツゴー　ゲキ・ガンガー３（OnVocal） 

【ニコカラ】ロックンロールなんですの〈supercell〉(OnVocal) 

【ニコカラ】愛に満ちた未来へと(Vo.on)【遊撃警艦パトベセル】 

【ニコカラ】茜色の空、川の色(Vo.on)【フォルト！！】 

【ニコカラ】嘘つきと傷あと／翠下弓那(cv：水霧けいと)（歌入り） 

【ニコカラ】永遠の明日￥／DEEN(on vocal)【TOH】 

【ニコカラ】仮面ライダーウィザード　Mystic Liquid 

【ニコカラ】渇いた叫び(Vo.on)【遊☆戯☆王】 

【ニコカラ】渇いた叫び[by.ヒデ輔](OnVocal) 

【ニコカラ】希望峰（スパイラル～推理の絆～）[Strawberry JAM]【OnVocal】 

【ニコカラ】空耳ケーキ(Vo.on)【あずまんが大王】 

【ニコカラ】空想メソロギヰ on vocal 

【ニコカラ】隅田川夏恋歌【iM@Sオールスター】 

【ニコカラ】月花【on vocal】≪nano.RIPE≫ 

【ニコカラ】月女神の詠唱～アリア～【on vocal】(修正版) 
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【ニコカラ】幻想河童行進曲 feat. ｙｔｒ 【東方】【on Vocal】 

【ニコカラ】現夢 - うつつのゆめ -【OnVocal】 

【ニコカラ】現夢 - うつつのゆめ -【OnVocal】 

【ニコカラ】溝ノ口太陽族【on vocal】 

【ニコカラ】昏き世界の慟哭【on vocal】 

【ニコカラ】春の陽￥／電気式華憐音楽集団(on vocal)【はるまで、くるる。】 

【ニコカラ】純情スペクトラ【OnVocal】 

【ニコカラ】笑顔にメリークリスマス(Vo.on)【パティシエなにゃんこ】 

【ニコカラ】色に出にけり わが恋は-片霧烈火【色に出にけり わが恋は】 

【ニコカラ】心の旋律【on vocal】 

【ニコカラ】水樹奈々 恋の抑止力 PV with 杉田智和　on vocal 

【ニコカラ】星に☆願いを(Vo.on)【お願いお星さま】 

【ニコカラ】晴れた日の午後に(Vo.on)【エーデスワイス】 

【ニコカラ】蒼空に舞え、墨染めの桜【東方】 

【ニコカラ】潮風のハーモニー【on vocal】 

【ニコカラ】天使にふれたよ！【OnVocal】 

【ニコカラ】天使の褥-電気式華憐音楽集団【OnVocal】 

【ニコカラ】二つの翼 on vocal【東方】 

【ニコカラ】這いよれニャル子さん 太陽曰く燃えよカオス on vocal 

【ニコカラ】博麗神社町内会音頭【東方】【歌入り】 

【ニコカラ】浮かれバケモノの朗らかな破綻【on vocal】 

【ニコカラ】亡國覚醒カタルシス(Vo.on)【．hack／／Roots】 

【ニコカラ】未来への咆哮（マブラヴオルタネイティブ）【OnVocal】 

【ニコカラ】娘々サービスメドレー（マクロスF(フロンティア)）【OnVocal】 

【ニコカラ】明日のBlue wing(onvocal)【光と水のダフネ】 

【ニコカラ】妖狐×僕SS ED 

【ニコカラ】恋愛CHU! -Remix-(Vo.on)【恋愛CHU! 】 

【ニコカラHD】courage - 戸松遥(JOYSOUND音源)[高画質] 

【ニコカラHD】crossing field[by.しおのるつ]【OnVocal】 

【ニコカラＨＤ】Dancing stars on me! TVsize【ラブライブ！】OffVocal 

【ニコカラHD】God knows... (DAM音源,映像)[超高画質][New] 

【ニコカラHD】God knows... (ENGLISH Ver.)[超高画質] 

【ニコカラHD】God knows... (On vocal,DAM映像)[超高画質][New] 

【ニコカラHD】イェイ! イェイ! イェイ![by.しまほっけ]【OnVocal】 

【ニコカラHD】太陽曰く燃えよカオス(TvSize_1080p)(by.とどくろ)【OnVocal】 

【フル動画・歌詞付】宇宙の騎士テッカマンブレード　OP『REASON』 

【フル動画・歌詞付】宇宙の騎士テッカマンブレードⅡ『REINCARNATION』 

【フル動画・歌詞付】宇宙の騎士テッカマンブレード前期ED『EnergyOf Love』 

【メタルマックス4】EDGE OF HEAVEN（歌詞付）【OPテーマ】

【歌入り】【字幕】ママレード・ボーイ　 笑顔に会いたい 

【旧】Dear My Friend（ボーカル有り） 

【作業用BGM】ガンダムシリーズOP＆EDメドレー TVサイズ+α 

【字幕付ｶﾗｵｹ】Tales of 終端の王と異世界の騎士(魚屋店長ver) 

【手描き遊☆戯☆王】海馬は大変なコマンド以下略【途中】 
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【伝説MAD】DORAEMOOOON!（音質改良版） 

【本格カラオケ演奏】ガンダムGのレコンギスタOP「BLAZING」(GARNiDELiA) 

【遊戯王ＭＡＤ】決闘体操第一 

2011年(デビュー前) 鈴木このみライブ 

AG7 「Endless NOVA」 

Animelo Summer Live2006 - OUTRIDE 

Crossing Field 〔カラオケ・ハモリあり〕 

dis-フルver　無限のリヴァイアスMAD風カラオケ（字幕in） 

Girlish Lover 〔カラオケ風字幕あり〕 

INSIDE IDENTITY[スライド＆歌詞つき] 

Lovely Girls Anthem　麻生夏子 (ミルキィホームズ 歌詞付きver.) 

ＳＴＡＲＴ：ＤＡＳＨ！！ 〔カラオケ〕 

ＳＴＡＲＴ：ＤＡＳＨ！！ 〔カラオケ風字幕あり〕 

Tunak Tunak Tun - Daler Mehndi 

Vanity 

Wonderful Rush　〔カラオケ風字幕あり〕 

アデュー・レジェンド「風の翼」 

ガンストうぇ～ぶ!!第05回（AG-ON版） 

ガンストうぇ～ぶ!!第06回 

かんぱに☆ガールズ OP「start up」 full 

がんばれゴエモンで、GOEMON【ヒャダイン】　にワイプ歌詞 

ゴクドーくん漫遊記「Wake Up! 」 

チルノのパーフェクトさんすう教室　フル編集に歌詞字幕 

ニコカラ DOG DAYS' OP 『FEARLESS HERO』 OnVocal 

ニコカラ 人類は衰退しました OP 『リアルワールド』 OnVocal 

フェアリーテイルOP NEVER－END TALE 

ユメノツバサ 

ラブノベルス 〔カラオケ風字幕あり〕 

ワルキューレロマンツェ　OP　FULL

宇宙の騎士テッカマンブレードの後期OP、永遠の孤独

夏色えがおで１，２，ＪＵＭＰ！ 〔カラオケ風字幕あり〕 

歌い手、声優、アニソン歌手による【歌ってみた】ライブ詰め合わせ 

空のつづき ニコカラ on vocal 

魂響 DualVocalMix

修正版 

赤ちゃんと僕　～ ルージュになりたい ～ 

絶対無敵ライジンオー OP 「ドリーム・シフト」 

素晴ラシキFAN!TASY　〔カラオケ風字幕あり〕 

超次元ゲイムネプテューヌ　ED　「ネプテューヌ☆サガして」 　歌詞つき 

媛星－目覚め 

平沢進×インドのメガスター「ソーラ・レイ 2」 

夢は終わらない～こぼれ落ちる時の雫～（カラオケ字幕付） 

明日の笑顔のために 
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東方

[MAD] DiesIrae ～Acta est Fabula～ - Gregorio 

[MAD] それは舞い散る桜のように -　days 

[カラオケ] Dies irae - Einsatz 

【ニコカラ】 NIGHTFALL 【東方】【on Vocal】 

【ニコカラ】See You ～小さな永遠～ P.V ver(Vo.on) 

【ニコカラ】さくらんぼキッス ～爆発だも～ん～ 

【東方MMD】「SHOOT!」(OnVocal･960x540･ニコカラ) 

【東方ニコカラ】 シアワセうさぎ（再） 【シンデレラケージ】 

【東方ニコカラ】C 

【東方ニコカラ】最速最高シャッターガール【高画質ver】 

 【東方ニコカラ】最速最高シャッターガール【高画質ver】 

 Nsen_02東方定番メドレー 

 [[東方ニコカラ]]月の律動 ～Rhythm of the moon～[デュエット版on] 

[東方ニコカラ] Shattered Emotion【Onvocal】 

[東方ニコカラ]Iris Joker [ONVOCAL] 

[東方ニコカラ][歌入り]紅の月影 ～Fran Doe～[いえろ～ぜぶら] 

[東方ニコカラ]ファンシーストーン[Onvocal] 

[東方ニコカラ]モスキート★ラブ【Onvocal】 

[東方ニコカラ]惑いの月【Onvocal】 

[東方ニコカラ]想い風　～The wind connects the world ～ (Onvocal) 

[東方ニコカラ]無限識少女【Onvocal】 

[東方ニコカラ]終末の過ごし方【Onvocal】＊ルビ歌詞修正 

[東方ニコカラ]（ルビ歌詞付）Spring Shower 「Onvocal」 

『東方ニコカラ』片月下円舞曲【Onvocal】 

【ニコカラ】 Ancient 【東方】【on Vocal】 

【ニコカラ】 COZMIC DRIVE feat. 妖狐 【東方】【on Vocal】 

【ニコカラ】 et Cetera 【東方】【on Vocal】 

【ニコカラ】 Scream Out! 【東方】【on Vocal】 

【ニコカラ】 Shadow and the Sun 【東方】【on Vocal】 

【ニコカラ】 Stardust Dreams 【on vocal】 

【ニコカラ】 大輪の魂 feat. AO、司芭扶 【東方】【on Vocal】 

【ニコカラ】 星色夜空-onvocal 【マリアリ】 

【ニコカラ】Arrow,Blow,Claw【東方】【OnVocal】 

【ニコカラ】Burning Force (on vocal)【修正版】【東方】 

【ニコカラ】E Rouge【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】Eternal Rite【東方】 

【ニコカラ】Eternal Rite【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】Grip＆Break down!【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】Help me ERINNNNNN!!【おっぱいえーりん】 

【ニコカラ】Last Fantasia【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】Moon Light Dance -Night Battle-【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】Plain Asia【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】Poltergeist【東方】【Off Vocal】 

【ニコカラ】Scarlet Fogbound【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】Take to Lips【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】Voile, the Magic Library【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】【OnVocal】Sleeping Forest【東方】 

https://www.nicovideo.jp/watch/sm10602819
https://www.nicovideo.jp/watch/sm1485337
https://www.nicovideo.jp/watch/sm5936624
https://www.nicovideo.jp/watch/sm20911078
https://www.nicovideo.jp/watch/sm2204080
https://www.nicovideo.jp/watch/sm7895751
https://www.nicovideo.jp/watch/sm18293294
https://www.nicovideo.jp/watch/sm13509829
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25299831
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3887124
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3887124
https://www.nicovideo.jp/watch/sm18978081
https://www.nicovideo.jp/watch/sm13051178
https://www.nicovideo.jp/watch/sm11004680
https://www.nicovideo.jp/watch/sm13000230
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12474521
https://www.nicovideo.jp/watch/sm10955135
https://www.nicovideo.jp/watch/sm13499033
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12214865
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12353104
https://www.nicovideo.jp/watch/sm10970123
https://www.nicovideo.jp/watch/sm13042905
https://www.nicovideo.jp/watch/sm14424188
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12592947
https://www.nicovideo.jp/watch/sm18738961
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19945123
https://www.nicovideo.jp/watch/sm18757427
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19021320
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19166641
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12250339
https://www.nicovideo.jp/watch/sm24782725
https://www.nicovideo.jp/watch/sm4018489
https://www.nicovideo.jp/watch/sm8943695
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3302888
https://www.nicovideo.jp/watch/sm6566629
https://www.nicovideo.jp/watch/sm5210723
https://www.nicovideo.jp/watch/sm5210945
https://www.nicovideo.jp/watch/sm5862099
https://www.nicovideo.jp/watch/sm1324861
https://www.nicovideo.jp/watch/sm6484487
https://www.nicovideo.jp/watch/sm6572183
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9887791
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19166292
https://www.nicovideo.jp/watch/sm6583325
https://www.nicovideo.jp/watch/sm6557323
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3839583
https://www.nicovideo.jp/watch/sm7909427


【ニコカラ】【手書きＰＶ】東方怪綺談op風動画【非東方曲】【OnVocal】 

【ニコカラ】【歌入り】来光-らいこう-.mp4 

【ニコカラ】どうして・・・ 【OnVocal】 

【ニコカラ】ひれ伏せ愚民どもっ！完成版【修正完了】 

【ニコカラ】オニのようにかわいく【東方】【Off Vocal】 

【ニコカラ】オニのようにかわいく【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】タイヨウノハナ【東方】 

【ニコカラ】ラジエスセシア【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】ルーミアの爆乳音頭(OnVocal)【1280x720・60p】 

【ニコカラ】博麗神社町内会音頭【東方】 

【ニコカラ】忘れえぬ物語【OnVocal】 

【ニコカラ】恋色少女【東方】 

【ニコカラ】或る従者の閉塞的結論【OnVocal】 

【ニコカラ】明日ハレの日ケの昨日【東方】 

【ニコカラ】神獣の名の下に【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】絶叫クールマッチ【東方】【On Vocal】 

【ニコカラ】運命の回り道 onVocal 修正版【東方】 

【ニコカラ】～恋のフレイム～【oｎVocal】 

【幽閉サテライト】「月に叢雲華に風」(OnVocal･東方ニコカラ･540p) 

【東方MMD】にがもん霊夢で千本桜（刀） 

【東方ニコカラ】 Break into the Dark on vocal 

【東方ニコカラ】 Break the world down （onvocal 

【東方ニコカラ】 Crime Wave （onvocal 

【東方ニコカラ】 Cyber Rain （onvocal 

【東方ニコカラ】 Dial Connected （on vocal） 

【東方ニコカラ】 god bless （onvocal 

【東方ニコカラ】 Life is Over （onvocal 

【東方ニコカラ】 nonexistence （onvocal 

【東方ニコカラ】 Phant 

【東方ニコカラ】 Search for the butterfly ￥／ Vo.3L 【二色蓮花蝶】 

【東方ニコカラ】 the otherside of Destiny -White Lotus （onvocal 

【東方ニコカラ】 Who Killed U.N.Owen　（onvocal 

【東方ニコカラ】 Who Killed U.N.Owen　（vocalcance 

【東方ニコカラ】 きっともうはたらかない ￥／ Vo.ゆっくり 【棒読みver】 

【東方ニコカラ】 きっともうはたらかない ￥／ Vo.ゆっくり 【竹取飛翔】 

【東方ニコカラ】 オサレ系邪気眼厨二病少女さとり （onvocal 

【東方ニコカラ】 ムーンダスト （onvocal 

【東方ニコカラ】 ラストリモート～Blaze Mix （onvocal 

【東方ニコカラ】 世紀末ダウジング伝説 （onvocal 

【東方ニコカラ】 夕やけこやけでまた明日 【明日ハレの日、ケの昨日】 

【東方ニコカラ】 大江山★ナイトフィーバー 

【東方ニコカラ】 幻想のサテライト （onvocal 

【東方ニコカラ】 愚者に創られた闇の娘 （onvocal 

【東方ニコカラ】 明日も晴れますように （onvocal 

【東方ニコカラ】 物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた (OnVocal・16：9) 

【東方ニコカラ】 独リ遊戯 【OnVocal】 

【東方ニコカラ】 盈月の薔薇 （onvocal 

【東方ニコカラ】 空振りサディスティック （onvocal 
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【東方ニコカラ】Aura Ole（onvocal 

【東方ニコカラ】Bad Apple!!【影絵PV】 

【東方ニコカラ】Brand-new WORLD[Onvocal] 

【東方ニコカラ】C 

【東方ニコカラ】Earthquake Super Shock（on vocal） 

【東方ニコカラ】FINAL BREATH（onvocal）【ルビ入り】 

【東方ニコカラ】FIRE FLOWER（onvocal 

【東方ニコカラ】Flying Ark（onvocal 

【東方ニコカラ】ForgoTTen World（onvocal 

【東方ニコカラ】GENWAKU GATE（onvocal）【ルビ入り】 

【東方ニコカラ】Get it Done（onvocal）【ルビ入り】 

【東方ニコカラ】HAPPY TIGER【OnVocal】 

【東方ニコカラ】HEAT UP MY REVOLUTION(onvocal)【ルビ入り】 

【東方ニコカラ】Imitation【on vocal】 

【東方ニコカラ】INFINITE WORLD（onvocal 

【東方ニコカラ】Kill The Night【OnVocal】 

【東方ニコカラ】Kill The Night【OnVocal】(修正版) 

【東方ニコカラ】Le Cirque de Sept Couleurs【On Vocal】 

【東方ニコカラ】LUVディテクター（onvocal 

【東方ニコカラ】Memento Mori　on vocal【SOUND HOLIC】 

【東方ニコカラ】min～眠～【Off Vocal】 

【東方ニコカラ】Myon！【OnVocal】 

【東方ニコカラ】No Grudge Any More【On Vocal】 

【東方ニコカラ】remains～Another side of moondust～【OnVocal】 

【東方ニコカラ】RockaCherry Party【OnVocal】 

【東方ニコカラ】Rulemaker（onvocal） 

【東方ニコカラ】Screen（onvocal 

【東方ニコカラ】shoot the speed（onvocal 

【東方ニコカラ】Signal（onvocal）【ルビ入り】 

【東方ニコカラ】Spring of dreams【OnVocal】 

【東方ニコカラ】Storm【onvocal】【ルビ入り】 

【東方ニコカラ】Survive(onvocal) 

【東方ニコカラ】Swing!Swim in the Voyage（onvocal 

【東方ニコカラ】The fear is oneself （onvocal 

【東方ニコカラ】thinkable possibility（onvocal 

【東方ニコカラ】UNDER WORLD【onvocal】【ルビ入り】 

【東方ニコカラ】vAin sEarch（onvocal 

【東方ニコカラ】vaizravaNaaya（onvocal 

【東方ニコカラ】VaizravaNa【OnVocal】 

【東方ニコカラ】Vampire and Vampress（onvocal 

【東方ニコカラ】Vanished truth（onvocal 

【東方ニコカラ】Wall of Knowledge【SOUND HOLIC】 

【東方ニコカラ】Wheel【OnVocal】 

【東方ニコカラ】Who Killed U.N.Owen（onvocal 

【東方ニコカラ】why I wanna know 

【東方ニコカラ】　 Fall in umbrella　（onvocal 

【東方ニコカラ】　50% Alive'n'Dead　（onvocal 

【東方ニコカラ】　midnight lightning bolt　（onvocal 
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【東方ニコカラ】　Miracle∞Hinacle -NJK Special!! DJ Command Mix 

【東方ニコカラ】　ヒャッカ　（onvocal 

【東方ニコカラ】　天地爛漫　（onvocal）　【回路-kairo-】 

【東方ニコカラ】　華散里　（onvocal 

【東方ニコカラ】「7 days a week」(OnVocal･960x540) 

【東方ニコカラ】「Bad Apple!! feat. nomico」(OnVocal･16：9） 

【東方ニコカラ】「Bad Apple!! feat. nomico」(OnVocal･影絵Short･720p） 

【東方ニコカラ】「Calm Eyes Fixed On Me, Screaming」(OnVocal･MMD-PV版￥／1024x576) 

【東方ニコカラ】「Crazy Cranberry」(OnVocal･1024x576) 

【東方ニコカラ】「Ficus glomerata」(OnVocal･960x540) 

【東方ニコカラ】「Ficus glomerata」(OnVocal･MMD-PV版･1280x720) 

【東方ニコカラ】「Jealousy of Silence」(OnVocal･MMD-PVサイズ￥／1280x720) 

【東方ニコカラ】「KAZE NO KIOKU」(OnVocal･960x540･16：9) 

【東方ニコカラ】「Le Cirque de Sept Couleurs」(OnVocal￥／MMD-PV版) 

【東方ニコカラ】「MONOLIFE」(OnVocal･960x540) 

【東方ニコカラ】「moon light step」(OnVocal･手描きアニメPV版) 

【東方ニコカラ】「Opposite World」(OnVocal･960x540) 

【東方ニコカラ】「Playback more」(OnVocal･960x540) 

【東方ニコカラ】「Rainy, rainy days」(OnVocal･960x540･MMDSizeVer) 

【東方ニコカラ】「Rondo of fantasy」(OnVocal･960x540) 

【東方ニコカラ】「Spring of Dreams」(OnVocal･ルビ付･960x540) 

【東方ニコカラ】「Spring Shower」(OnVocal･1024x576￥／MMD-PV版) 

【東方ニコカラ】「Sweet Magic」(OnVocal・東方MMD版) 

【東方ニコカラ】「Sweets Time Midnight」(OnVocal･960x540) 

【東方ニコカラ】「Sweets Time Midnight」(OnVocal･960x540￥／東方MMD版) 

【東方ニコカラ】「Tag」(OnVocal･960x540･16：9対応版) 

【東方ニコカラ】「White Lotus...」(OnVocal･960x540) 

【東方ニコカラ】「その扉の向こうに」(OnVocal･1280x720) 

【東方ニコカラ】「カフカなる群青へ」(Full￥／OffVocal･1024x576) 

【東方ニコカラ】「カフカなる群青へ」(OnVocal･960x540･MMDSizeVer) 

【東方ニコカラ】「スイートマジック」(OnVocal･レミリアver･HD720p) 

【東方ニコカラ】「チルノのすうがく教室」(OnVocal･960x540･16：9) 

【東方ニコカラ】「ネクロジカライズ」(OnVocal･1024x576) 

【東方ニコカラ】「儚く散り逝く夜桜」(OnVocal･960x540･MMDSizeVer) 

【東方ニコカラ】「哀愁のドール師」(OnVocal･720p) ※正規歌詞修正版※ 

【東方ニコカラ】「宝塔の微笑む先に」(OnVocal･960x540) 

【東方ニコカラ】「恋はきっと急上昇☆」(OnVocal・MMDSize) 

【東方ニコカラ】「最速最高シャッターガール」(OnVocal￥／16：9対応版) 

【東方ニコカラ】「永遠に幼き紅い月」(OnVocal･東方MMD版) 

【東方ニコカラ】「泡沫、哀のまほろば」(Full￥／OnVocal･1280x720) 

【東方ニコカラ】「物凄いコロシアムでアリスが物凄いうた」(OnVocal) 

【東方ニコカラ】「祈りの瞳～3rd EYE = SAD EYE～」(OnVocal･1024x576) 

【東方ニコカラ】「色は匂へど 散りぬるを」(OnVocal･540p) 

【東方ニコカラ】しゅわスパ大作戦☆【SOUND HOLIC】 

【東方ニコカラ】どうして…（onvocal）【修正版】 

【東方ニコカラ】まだちょっと香ってるっぽい。【OnVocal】 

【東方ニコカラ】アクセル・オーバー（onvocal 

【東方ニコカラ】ココロの声（onvocal 
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【東方ニコカラ】フラグメンツ （onvocal 

【東方ニコカラ】フランドール・スカーレット【OnVocal】 

【東方ニコカラ】ミエナイカラコソ（onvocal 

【東方ニコカラ】一凛花火【OnVocal】 

【東方ニコカラ】二色蓮花蝶【OnVocal】 

【東方ニコカラ】人恋し、夢悟り【OnVocal】 

【東方ニコカラ】信撃リザレクション（Onvocal） 

【東方ニコカラ】冷たい湖畔のシンフォニア【Oｆｆ Vocal】 

【東方ニコカラ】嘘と慟哭【On Vocal】 

【東方ニコカラ】夢跡(onvocal) 

【東方ニコカラ】奇跡の先へ【on】【Girl's short hair】 

【東方ニコカラ】如蓮華在水（onvocal 

【東方ニコカラ】宝塔の微笑む先に[東方手描きPV]【OnVocal】 

【東方ニコカラ】春桜(onvocal) 

【東方ニコカラ】月に叢雲華に風 on vocal【幻想万華鏡シリーズ】 

【東方ニコカラ】東方萃夢想　-saigetu- Flowering Night 2011ver【OnVocal】 

【東方ニコカラ】死奏燐音、玲瓏ノ終 on vocal 

【東方ニコカラ】水は流れ河となってゆく （onvocal 

【東方ニコカラ】物凄い勢いでけーねが物凄いうた【邪気眼】(on vocal) 

【東方ニコカラ】物凄い狂っとるフランちゃんが物凄いうた(OnVocal･MMD版) 

【東方ニコカラ】狂奔Matter（onvocal）【ルビ入り】 

【東方ニコカラ】眠れぬ夜は(onvocal) 

【東方ニコカラ】終奏叙情曲-Lycoris- （onvocal 

【東方ニコカラ】緋く記したレゾンデートル【SOUND HOLIC】 

【東方ニコカラ】萃香のテーマをバンドアレンジしてみた【OnVocal】 

【東方ニコカラ】雪琥珀 -snow amber-【OnVocal】 

【東方手書き】パンパカパンツin地霊殿【パンパカパンツ】 

アリスのお茶会その3～緑髪セプテット編～ 

チルノのパーフェクトさんすう教室　フル編集でカラオケ 

東方ヴォーカルアレンジ　あいやこれまで！ 

東方太陽香　フル版￥／タイヨウノハナ￥／迷走ポタージュ 

自作の東方ニコカラメドレー的な何か Vol.1 

 [ニコカラ]ヤクプリ ￥／ ゼッケン屋 - on Vocal[東方] 

 [東方ニコカラ]Light ＆ Dark EYES【Onvocal】 

 [東方ニコカラ][歌なし]おれんぢ☆でぃず[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]Alice[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]Dreamin'Dreamer[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]Elfin Love[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]Starry Night[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]Summer Flower[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]おれんぢ☆でぃず[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]ここに立つ花[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]ミス・ジレンマ[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]冬のフリーズ[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]彩風 -Ayakaze-[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]暗黒日曜日[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]永遠のメロディ(月響歌ver.)[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]秋色～Autumn Sky～[いえろ～ぜぶら] 
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 [東方ニコカラ][歌入り]翼なき詩[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]聖モラリスティック[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]闇夜のファクター[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]雨降りアンブレラ[いえろ～ぜぶら] 

 [東方ニコカラ][歌入り]風を超えて ～Flying～ [いえろ～ぜぶら] 

 【Scarlet Shooter】 Wall of Knowledge【字幕付き】 

 【ニコカラ】Alice Maestera【東方】【On Vocal】 

 【ニコカラ】Cheek Colours【東方】【On Vocal】 

 【ニコカラ】Maple Wizen【東方】 

 【ニコカラ】Stardust Dreams.mp4 

 【ニコカラ】おこりめさるな【東方】 

 【ニコカラ】きゅうり味のビールを飲めばいいよ！【東方】 

 【ニコカラ】シロノセカイ【東方】【On Vocal】 

 【ニコカラ】ハイコートポロロッカ （on vocal） 【ゼッケン屋】【東方】 

 【ニコカラ】メイドと血の懐中時計【東方】【On Vocal】 

 【ニコカラ】ラクトガール【東方】【PV風】 

 【ニコカラ】三人のおじさん【すばやいリリカ】(on vocal) 

 【ニコカラ】八雲紫の縁の端（OnVocal）【なないろぷりずむ／Vo：ななひら】 

 【ニコカラ】変身解除！キモけーね【東方】 

 【ニコカラ】妖々跋扈【東方】【On Vocal】 

 【ニコカラ】幻奏幻花、届かずの音色【onvocal】 

 【ニコカラ】忘れえぬ物語【OnVocal】 

 【ニコカラ】憂流迦 -Ulka- (on vocal) 【SYNC.ART'S】【東方】 

 【ニコカラ】東方Vocal「Diamond Memories」（on vocal） 

 【ニコカラ】東方スカイファイト・オープニングムービー【OnVocal】 

 【ニコカラ】東方ホップ・ステップで吹切腰DX（完成版）【OnVocal】 

 【ニコカラ】物凄いライヴでチルノがそこはかとなく物凄いうた（OnVocal） 

 【ニコカラ】緋色のクオリア【onvocal】 

 【ニコカラ】蛙時雨（On Vocal）【Halozy／Vo：ななひら】 

 【東方Vocal】 「Quod Erat Demonstrandum」 【SOUND HOLIC】 

 【東方】 『しゅわスパ大作戦☆』 【PVD】 

 【東方】 星色夜空-offvocal 【ニコカラ】 

 【東方】 星色夜空-onvocal 【ニコカラ】 

 【東方】【ニコカラ】ラクト・ガール【歌入り】 

 【東方】ラクト・ガール【PV風】カラオケ字幕Ver 

 【東方】人間が大好きなこわれた妖怪の唄 歌入り【ニコカラ】 

 【東方ニコカラ☆】THE EVENING STAR 

 【東方ニコカラ】 Bloody night on vocal 

 【東方ニコカラ】 Encrypted interface Ⅱ （onvocal 

 【東方ニコカラ】 きっともうはたらかない ￥／ Vo.ゆっくり 【竹取飛翔】 

 【東方ニコカラ】 ブンブン☆シャッターチャンス on vocal.mp4 

 【東方ニコカラ】 ラストリモート～Blaze Mix （onvocal 

 【東方ニコカラ】 錯錯乱乱 on vocal 

 【東方ニコカラ】 風の春秋 (on vocal) 

 【東方ニコカラ】50% Alive'n'Dead（onvocal 

 【東方ニコカラ】7 days a week【onVocal】 

 【東方ニコカラ】Final Zone(onvocal) 

 【東方ニコカラ】GRIMOIRE×ALICE(onvocal) 
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https://www.nicovideo.jp/watch/sm17735635
https://www.nicovideo.jp/watch/sm15320807
https://www.nicovideo.jp/watch/sm15754312
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12315797
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17959413
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12437080
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9913572
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9912643
https://www.nicovideo.jp/watch/sm6543027
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3201972
https://www.nicovideo.jp/watch/sm4038071
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9380883
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17898350
https://www.nicovideo.jp/watch/sm11354070
https://www.nicovideo.jp/watch/sm13310272
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17898802
https://www.nicovideo.jp/watch/sm10797847
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17898292
https://www.nicovideo.jp/watch/sm6551158
https://www.nicovideo.jp/watch/sm10054328
https://www.nicovideo.jp/watch/sm7844308
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12947008
https://www.nicovideo.jp/watch/sm15773574


 【東方ニコカラ】Heaped Heart 【On Vocal】 

 【東方ニコカラ】IRON RAIN～密室の懺悔～【on vocal】 

 【東方ニコカラ】Laboratory M.P.(onvocal) 

 【東方ニコカラ】Last Day Never Knows （onvocal 

 【東方ニコカラ】Little Devil【on vocal】 

 【東方ニコカラ】Mr.Blast（on vocal）【ルビ入り】 

 【東方ニコカラ】My Black（onvocal） 

 【東方ニコカラ】My destiny on vocal 

 【東方ニコカラ】NOSTALGIA(onvocal) 

 【東方ニコカラ】one-sided love【on vocal】 

 【東方ニコカラ】Quod Erat Demonstrandum (off vocal) 

 【東方ニコカラ】RAiNY STARS ￥／ 発熱巫女～ず【OnVocal】 

 【東方ニコカラ】Screen（onvocal 

 【東方ニコカラ】Stardust Dreams【OnVocal】 

 【東方ニコカラ】Teenage Girl on vocal 

 【東方ニコカラ】Wall of Knowledge【SOUND HOLIC】 

 【東方ニコカラ】　Deconstruction Star　～プレインエイジア～ 

 【東方ニコカラ】　Dut　～うさぎとびすてっぷ～　on vocal 

 【東方ニコカラ】　Melody!　on vocal 

 【東方ニコカラ】　pray on the road　【Onvocal】　信仰は儚き人間の為に 

 【東方ニコカラ】　Scarlet Desire　（onvocal 

 【東方ニコカラ】　春の暁　on vocal 

 【東方ニコカラ】「MONOLIFE」(OnVocal･960x540) 

 【東方ニコカラ】「恋のフレイム」に絵を付けてみた【off vocal】 

 【東方ニコカラ】うつろわざるもの【Onvocal】 

 【東方ニコカラ】きゅんきゅんたまらんいなばたん。 on vocal 

 【東方ニコカラ】くるり閃光花火(onvocal)【音修正版】 

 【東方ニコカラ】ひねくれ少女【on vocal】 

 【東方ニコカラ】アクセル・オーバー（onvocal 

 【東方ニコカラ】クリスタル・スノー(オンボ)【Halozy】 

 【東方ニコカラ】スターシーカー【on_vocal】 

 【東方ニコカラ】ダフネ幻想歌【on vocal】 

 【東方ニコカラ】ダンスホールでつかまえて【on vocal】 

 【東方ニコカラ】ヒカリノテクノロジー(on vocal)【SOUND HOLIC】 

 【東方ニコカラ】不可逆的ネクサス【on vocal】 

 【東方ニコカラ】冷たい湖畔のシンフォニア【Oｆｆ Vocal】 

 【東方ニコカラ】加速する恋は誰も止められない【on vocal】 

 【東方ニコカラ】嘘付きフォルテッシモ【on vocal】 

 【東方ニコカラ】境界ファンタジア　on vocal ver. 

 【東方ニコカラ】夢跡(onvocal) 

 【東方ニコカラ】弱虫ナイフ【on vocal】 

 【東方ニコカラ】恋色少女【OnVocal】 

 【東方ニコカラ】感情ケミストリ―【on vocal】 

 【東方ニコカラ】星の傷跡【Off Vocal】 

 【東方ニコカラ】星の詠 on vocal 

 【東方ニコカラ】木葉天狗【On Vocal】 

 【東方ニコカラ】流星ドライヴ(on vocal) 

 【東方ニコカラ】熱闘士少女(onvocal) 

https://www.nicovideo.jp/watch/sm9400137
https://www.nicovideo.jp/watch/sm18356998
https://www.nicovideo.jp/watch/sm13209889
https://www.nicovideo.jp/watch/sm10071291
https://www.nicovideo.jp/watch/sm18357550
https://www.nicovideo.jp/watch/sm16958433
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https://www.nicovideo.jp/watch/sm9416134
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https://www.nicovideo.jp/watch/sm22125628
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17204720
https://www.nicovideo.jp/watch/sm14733240
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12719649
https://www.nicovideo.jp/watch/sm13464817
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12610593
https://www.nicovideo.jp/watch/sm21607528
https://www.nicovideo.jp/watch/sm10293833
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12596069
https://www.nicovideo.jp/watch/sm18862463
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12489109
https://www.nicovideo.jp/watch/sm16797887
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17208133
https://www.nicovideo.jp/watch/sm15199922
https://www.nicovideo.jp/watch/sm18358102
https://www.nicovideo.jp/watch/sm11908561
https://www.nicovideo.jp/watch/sm14905894
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17597741
https://www.nicovideo.jp/watch/sm18357902
https://www.nicovideo.jp/watch/sm10426744
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https://www.nicovideo.jp/watch/sm18358229
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https://www.nicovideo.jp/watch/sm15456539
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17209379
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https://www.nicovideo.jp/watch/sm16968031
https://www.nicovideo.jp/watch/sm13387741


 【東方ニコカラ】物凄いあややがぶっちゃけ物凄いうた 

 【東方ニコカラ】物凄いバーニングで魔理沙が物凄いうた【Halozy】 

 【東方ニコカラ】眠れぬ夜は(onvocal) 

 【東方ニコカラ】移り気少女奇譚（on vo)【SHM】 

 【東方ニコカラ】遥か、遠く、君へ(on vocal)【Halozy】 

 【東方ニコカラ】雪琥珀 -snow amber-【OnVocal】 

 【東方ヴォーカル】寒想桜　歌詞付き 

 三倍アイスクリームメドレー 

【ニコカラ】unknown girl【あにー】（U_N_オーエンアレンジ） 

【東方ニコカラ】Fortune Days【OnVocal】 

【ニコカラ】B・E・E・R (on vocal) 【IOSYS】【東方】 

【ニコカラ】COUNT DOWN ～原曲：U.N.オーエンは彼女なのか？～【OnVocal】 

【ニコカラ】Fatally (On Vocal)【DUEL SAVIOR】 

【ニコカラ】Fatally(Vo.on)【Duel Savior】 

【ニコカラ】flow ～水の生まれた場所～(Vo.on)【水素~1￥／2の奇跡~ 】 

【ニコカラ】No Life Queen【東方】 

【ニコカラ】Sweet Magicを魔法使いが踊ってくれましたVer.(OnVocal) 

【ニコカラ】【カラオケ】【東方】【H.264】Bad Apple!! feat.nomico Off Vocal ver 

【ニコカラ】【歌入り】【東方】【H.264】Bad Apple!! feat.nomico　V1.01 

【東方ニコカラ】Grip ＆ Break down【リメイク版】 

【東方ニコカラ】Little Lady【on vocal】 

【東方ニコカラ】【on】Get the star for you【ルビ】 

【東方ニコカラ】【歌入り】鋼の意思　～Iron Will Maiden～ 

【東方ニコカラ】シンデレラアバター【on vocal】 

【東方ニコカラ】チルノのすうがく教室【onVocal】 

【東方ニコカラ】メビウス【on vocal】 

チルノのパーフェクトさんすう教室　フル編集に歌詞字幕 

【ニコカラ】This game(カラオケ） 

【ニコカラ】【歌入り】【東方】【H.264】I know 

【ニコカラ】【歌入り】【東方】紅い月　～Story of Scarlett～ -染紅歌Ver 

【ニコカラ】レザマリでもつらくないっ！修正版【東方】 

【ニコカラ】魔理沙は大変なものを盗んでいきました　PVカラオケ 

【ニコカラ】魔理沙は大変なものを盗んでいきました【OffVocal版】 

【東方】【ニコカラ】【歌入り】I know　Ver SENSEASONS 

【東方】【ニコカラ】【歌入り】Melody! 

【東方】【ニコカラ】【歌入り】Tag -少女さとり　～ 3rd eye 

【東方】【歌入り】東方スイーツ！～鬼畜姉妹と受難メイド～【修正版】 

【東方ニコカラ☆】色彩少女 

【東方ニコカラ】CRAZY MAZE（on vocal) 

【東方ニコカラ】Magica【on vocal】≪幽閉サテライト≫ 

【東方ニコカラ】ヒトリシズカ【on vocal】≪幽閉サテライト≫ 

【東方ニコカラ】レプリカの恋【on vocal】 

【東方ニコカラ】千華繚乱【on vocal】 

【東方ニコカラ】名残鳥【on vocal】 

【東方ニコカラ】君色サブリミナル【on vocal】 

【東方ニコカラ】大地に咲く旋律【on vocal】 

【東方ニコカラ】寂しさと愛の分解理論【on vocal】 

【東方ニコカラ】愛情デザイア【on vacal】 

https://www.nicovideo.jp/watch/sm17322018
https://www.nicovideo.jp/watch/sm18675843
https://www.nicovideo.jp/watch/sm15110761
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https://www.nicovideo.jp/watch/sm19023477
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https://www.nicovideo.jp/watch/sm23913430
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https://www.nicovideo.jp/watch/sm3186918
https://www.nicovideo.jp/watch/sm2391477
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25395848
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https://www.nicovideo.jp/watch/sm4731088
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3508199
https://www.nicovideo.jp/watch/sm5909847
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3663328
https://www.nicovideo.jp/watch/sm8019439
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25406007
https://www.nicovideo.jp/watch/sm20938696
https://www.nicovideo.jp/watch/sm21068257
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19023299
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19022922
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19022200
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19939450
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19939550
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19939712
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19022999


【東方ニコカラ】斬レヌパラドックス【on vocal】 

【東方ニコカラ】泡沫、哀のまほろば【on vocal】 

【東方ニコカラ】濡れた髪に触れられた時【on vocal】 

【東方ニコカラ】退屈サティスファクション【on vocal】 

 【ニコカラ】Harmony【東方？】【On Vocal】 

 【ニコカラ】人柱アリス　修正版 

 【東方】さっきゅんライト 歌入り【ニコカラ】 

 【東方】ってゐ！～えいえんてゐVer～PV風【完成版】 

【ニコカラ】ツンデレアリスの憂鬱【東方】 

【ニコカラ】東京リアルワールド【on vocal】≪IA≫ 

【ニコカラ】東方スクール（ＰＶ版）（ショート）【OnVocal】 

https://www.nicovideo.jp/watch/sm18943783
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19022436
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19939814
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19022537
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3811731
https://www.nicovideo.jp/watch/sm4825486
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3985020
https://www.nicovideo.jp/watch/sm5597644
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3468869
https://www.nicovideo.jp/watch/sm20697087
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17568813


ヒャダイン

DQ4　第五章で、シンシアを想う 【ヒャダイン】 

FF 4で、ゴルベーザ四天王登場！【ヒャダイン】 

FFメインテーマを、歌ってもらってみた　【ヒャダイン】 

FFメインテーマを、歌ってもらってみた　【ヒャダイン】に歌詞字幕 

DQ4 　第四章で、モンバーバラ劇場 【ヒャダイン】　にワイプ歌詞 

DQのカジノで、「ロイヤルストレートフラッシュ」　にワイプ歌詞 

FF6 のフィールド曲で、一人アカペガ 【ヒャダイン】　にワイプ歌詞 

「オルトロス・ブギー」に絵をつけてみた　にワイプ歌詞 

がんばれゴエモンで、GOEMON【ヒャダイン】　にワイプ歌詞 

ヒャダイン／DQ4 第五章で、シンシアを想う【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／”Choose Your Future”【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／クイックマンで、QUICK!!!【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／クロノトリガーで、「シルバード」【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／メタルマンで、“Made of Metal”【ワイプ歌詞つきVer.1】 

ヒャダイン／メタルマンで、“Made of Metal”【ワイプ歌詞つきVer.2】 

ヒャダイン／ラップ　デ　チョコボ！！！【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／冬休みこどもアニメ劇場（カラオケ）【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／夏休みこどもアニメ劇場（コーラス有）【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／悪魔くんで、12フレンズ【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／悪魔くんのソロモンの笛で、アカペガ【ワイプ歌詞つき】 

ヒートマンでHEAT!!!　ワイプ歌詞付 

【ヒャダイン】クラッシュマンで、やらないか　に歌詞字幕をつけてみた 

【ヒャダイン】スーパマリオワールドで、ウエスタンショー【ニコカラ】 

ヒャダイン　冬休みこどもアニメ劇場　にワイプ歌詞(on vocal ver) 

ヒャダイン／DQ3で、曲をつくってみた【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／DQIV 第三章で、トルネコのうた【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／がんばれゴエモンで、「GOEMON」【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／クロノトリガーで、「シルバード」【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／コナミワイワイワールドで、メドレー【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／チョコボで、CHOCOBO!!（インスト）【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／フラッシュマンで、FLASH! 【ワイプ歌詞つき】 

ヒャダイン／メタルマンで、“Made of Metal”【ワイプ歌詞つきVer.2】 

ヒャダイン／導かれし者たちで、明日への旅【ワイプ歌詞つき】 

ヒートマンでHEAT!!!　ワイプ歌詞付 

【ニコカラ】ヒャダインのじょーじょーゆーじょー (on vocal)【改訂版】 

【ニコカラ】クロノトリガーで、「シルバード」にワイプ歌詞 

ヒャダイン懐ゲー50 その２　　にカラオケワイプ歌詞 

 【ヒャダイン】FF4で、ゴルベーザ四天王登場！に絵に歌詞字幕 

 【ヒャダイン】イー・アル・カンフーで、ラップにアニメ動画に歌詞字幕 

https://www.nicovideo.jp/watch/sm2332546
https://www.nicovideo.jp/watch/sm2479135
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9565559
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9922437
https://www.nicovideo.jp/watch/sm10409215
https://www.nicovideo.jp/watch/sm10409580
https://www.nicovideo.jp/watch/sm10410983
https://www.nicovideo.jp/watch/sm8453096
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https://www.nicovideo.jp/watch/sm4216070
https://www.nicovideo.jp/watch/sm4166587
https://www.nicovideo.jp/watch/sm4556932
https://www.nicovideo.jp/watch/sm4585620
https://www.nicovideo.jp/watch/sm6066989
https://www.nicovideo.jp/watch/sm5719547
https://www.nicovideo.jp/watch/sm4329077
https://www.nicovideo.jp/watch/sm7449390
https://www.nicovideo.jp/watch/sm6041071
https://www.nicovideo.jp/watch/sm8053716
https://www.nicovideo.jp/watch/sm3176189
https://www.nicovideo.jp/watch/sm11614554
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「ヒャダル子　夏休みこどもアニメ劇場」　コーラス入りカラオケ 

DQ4 導かれし者たちで、「明日への旅」　ワイプ歌詞付(最終調整版) 

DQのカジノで、「ロイヤルストレートフラッシュ」　にワイプ歌詞 
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eroge

【ニコカラ】 Vampire ／ 電気式華憐音楽集団 【MinDeaD BlooD】 

 【ニコカラ】　 Dies Irae ～Acta est Fabula～ OP ｢gregorio｣ (on vocal) 

【HND】彼女たちの流儀 - Red -reduction division- 

 【ニコカラ】楽園のメタファー ￥／ 片霧烈火 (on vocal） 

 【ニコカラ】希望のウタ／青葉りんご（歌入り） 

【ニコカラ】永遠のアセリア 

【ニコカラ】永遠のアセリア（聖なるアレンジ） 

【ニコカラ】 永遠のアセリアEXPANSION　『hallelujah』 (On Vocal) 

【ニコカラ】【H.264】『聖なるかな』(on vocal)【カラオケ字幕】 

【ニコカラ】聖なるかな／川村ゆみ（歌入り） 

【ニコカラ】だっこしてぎゅっ！～汝、隣の枕(よめ)を愛せ （歌入り） 

 ニコカラ　はぴねす　ZERO.avi 

[MAD] DiesIrae ～Acta est Fabula～ - Gregorio 

[MAD] それは舞い散る桜のように -　days 

[カラオケ] Dies irae - Einsatz 

[カラオケ] 暁の護衛 - Together 

【ニコカラ】 HE∀ting Sφul ／片霧烈火 （真・恋姫†無双） 

【テイルズMAD】Restoration ～英雄達の空～【バルドスカイ】 

【ニコカラ】LOST CHILD OP「魂の慟哭」(on vocal)【カラオケ字幕付き】 

【ニコカラ】StarTRain／遊女（歌入り） 

【ニコカラ】DESIRE/美郷あき【on vocal】

【ニコカラ】機械仕掛けのイヴ（On_Vocal）【Dea Ex Machina】 

【ニコカラ】風に負けないハートのかたち(SS-Mix)(on vocal)【とらハ2】 

【ニコカラ】風に負けないハートのかたち(SS-Mix)(on vocal)【とらハ2】 

【ニコカラ】ハジマリノトキ ￥／ Rita・あさり☆・手塚りょうこ (on vocal） 

【ニコカラ】ハジマリノトキ_On Vocal【鬼まり。】 

【ニコカラ】愛の戦士 プリンセスティア(hurf-vocal) 

【ニコカラ】彩り(Vo.on)【グリーングリーン】 

【ニコカラ】夏はマシンガン(Vo.on)【みずいろ】 

【ニコカラ】ミラクルをマジ☆マジカル(Vo.on)【虹色あるけミカン】 

【ニコカラ】School meet you(Vo.on)【すくみずポリス】 

【ニコカラ】Love Bell Sound(Vo.on)【グリーングリーン3 ～ハローグッバイ～】 

【ニコカラ】LOVE.EXE(Vo.on)【BALDEFORCE EXE】 

【ニコカラ】Moving go on -そこから見える未来-(Vo.on)【3days】 

 みらくる☆みるきーうぇい[スライド＆歌詞つき] 

 【ニコカラ】A night comes! 

 【ニコカラ】 ぶる～べりぃ？とれいん (on vocal) 【アレンジ】 

【ニコカラ】 こんいろ∞トキメキ!! 
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 D.C.Ⅱ　～あさきゆめみし君と～　歌詞付full 

(カラオケ風？)天神乱漫 オープニング「メチャ恋らんまん☆」(OnVocal) 

 【ニコカラ】超昂閃忍ハルカ　ＯＰ「風のように炎のように」(on vocal) 

【ニコカラ】 innocence ／ 橋本みゆき 【onvocal】 

【ニコカラ】 Never Ending White on vocal 

【ニコカラ】BALDRSKY 挿入歌『パラダイムシフト』(on vocal) 

【ニコカラ】beloved ～桜の彼方へ～(Vo.on)【それは舞い散る桜のように】 

Aqua Voice 朝凪のアクアノーツOP【字幕付きOnVocal】 

CHAOS;HEAD らぶChu☆Chu！OP[歌詞つき] 

Princess Party OP フル 「Princess Party～青春禁止令～」 

True My Heart(きしめん) カラオケFull Ver+字幕IN【完成版？】 

【82.5xMHz】 ボクノセカイ Yui Remix, ボクノセカイ －榊原ゆい
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I've

[Outer]Bullshit!! Hard problem!!_猫撫ディストーション主題歌 

 only my railgun[スライド＆歌詞つき] 

【ニコカラ】being(Vo.on)【灼眼のシャナ】 

 【ニコカラ】agony(Vo.on)【神無月の巫女】 

神無月の巫女 ED「agony」カラオケMAD 

神無月の巫女 OP「Re-sublimity」カラオケMAD 

KOTOKO ： blossomdays 

【ニコカラ】wind of memory ～記憶の風～(Vo.on)【巫女舞】 

【チアフル！】Lilies Line 【ニコカラ】(on vocal) 

 【ニコカラHD】→unfinished→（Onvocal) 

Princess Brave!【字幕】 

【ニコカラ】Princess Brave!【アイドルマスター】 

Princess Bride!!(カラオケフルバージョン) 

Princess Bride! (カラオケ字幕付) 

KOTOKO ￥／ ハヤテのごとく！　～UGA風カラオケver.～ 

KOTOKO／七転八起☆至上主義 ～ＵＧＡ風カラオケVer.～ 

【カラオケ用】 La clef ～迷宮の鍵～ ￥／ KOTOKO (on vocal) 異国迷路のクロワーゼ 

【ニコカラ】 Leaf ticket 

【ニコカラ】 緋色の空 (on vocal) 【灼眼のシャナOP】 

【ニコカラ】Allegretto ～そらときみ～(Vo.on)【この青空に約束を―】 

【ニコカラ】Double HarmoniZe Shock!!(Vo.on) 

【ニコカラ】JOINT on vocal【口上付き】 

【ニコカラ】lead to your dream(Vo.on)【キラ☆キラ】 

【ニコカラ】Leaf ticket(Vo.on)【パルフェ ～ショコラ second brew～】 

【ニコカラ】Restoration～沈黙の空～(on vocal)【BALDR SKY OP】 

【ニコカラ】Shining stars bless【off vocal】 

【ニコカラ】Shining stars bless【on vocal】 

【ニコカラ】 Fusion Star (on vocal) 

【ニコカラ】We Survive(Vo.on)【V.G.NEO】 

【ニコカラ】ねぇ、…しようよっ！(Vo.on)【姉、ちゃんとしようよっ！2】 

【ニコカラ】β-粘土の惑星(Vo.on) 

七転八起☆至上主義 - ハヤテのごとく! OP 2【歌詞入り】 

【ニコカラ】L.A.M -laze and meditation- P.V ver(Vo.on)【懲らしめ】 

【ニコカラ】L.A.M -laze and meditation-(Vo.on)【懲らしめ ～狂育的指導～】 

【ニコカラ】Velocity of sound(Vo.on)【ソニックプリンセス】 

【ニコカラ】WING OF ZERO(on vocal） 

【ニコカラ】めぃぷるシロップ(Vo.on) 

【ニコカラ】覚えてていいよ(Vo.on) 

【ニコカラ】同じ空の下で(Vo.on)【家族計画】 

【ニコカラ】snow angel(Vo.on) 

【ニコカラ】See You ～小さな永遠～ P.V ver(Vo.off) 

【ニコカラ】Light My　Ｆｉｒｅ　灼眼のシャナⅢ　【オンボーカル】 

【ニコカラ】 One small day (on vocal)
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 【ニコカラ】 Time rolls on... -FISH TONE mix- (off vocal) 

【ニコカラ】 Time rolls on... -FISH TONE mix- (on vocal) 

 【ニコカラ】I need magic ～解けないマジ☆キュン♪【KOTOKO】 

 【ニコカラ】Imaginary affair(Vo.on)【こなたよりかなたまで】 

 【ニコカラ】Isolation【つよきすED】 

 【ニコカラ】Lilies Line(Vo.on)【チアフル！】 

【カラオケ】Mighty Heart(つよきす)【エロゲ】 

【ニコカラ】 V.G.NEO 「We survive」 カラオケ字幕 

【ニコカラ】jihad(on vocal)【BALDR SKY Dive2 主題歌】 

【ニコカラ】jihad(on vocal)【BALDR SKY Dive2 主題歌】movie版 

 【高画質ニコカラ】jihad(on vocal)【BALDR SKY Dive2】movie版 

【ニコカラ】Restoration～沈黙の空～(on vocal)【BALDR SKY OP】 

【ニコカラ】【H.264】『原罪のレクイエム』(on vocal) 

【ニコカラ】原罪のレクイエム(on vocal) 

 【ニコカラ】原罪のレクイエム(on vocal) 

 【ニコカラ】WING OF ZERO（on vocal）仮.mp4 

 【ニコカラ】WING OF ZERO（on vocal）仮.mp4 

【ニコカラ】wind of memory ～記憶の風～(Vo.on)【巫女舞】 

【ニコカラ】 Grow me (on vocal) 

【ニコカラ】 FLY TO THE TOP (on vocal) 

【ニコカラ】 prime (on vocal) 

【ニコカラ】bumpy-jumpy (on vocal) 

【ニコカラ】fickle【KOTOKO】 

【ニコカラ】I need magic～解けないマジ☆キュン♪～（OffVocal)【KOTOKO】 

【ニコカラ】Do you know the magic？／詩月カオリ（歌入り） 

【ニコカラ】421 -a will-(Vo.on) 

【ニコカラ】Allegretto ～そらときみ～(Vo.on)【この青空に約束を―】 

【ニコカラ】Cream+Mint(Vo.on)【ショコラ ～maid cafe ”curio”～】 

【ニコカラ】Face of Fact(Vo.on)【バルドフォース】 

 アナタだけのAngel☆カラオケ字幕 

詩月カオリ ： Hold on me～恋の魔法～ 
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ボカロ

【ニコカラHD】雨音ノイズ(OnVocal)【高画質】 

【ニコカラ】 My？Love (on vocal) 【初音ミク】 

【ニコカラ】 スリークイーンズ 【初音ミク・鏡音リン・巡音ルカ】（OFF) 

【ニコカラ】 ナイトメア☆パーティーナイト (on vocal) 

【ニコカラ】Lost letter【on vocal】 

【ニコカラ】あったかいんだからぁ♪≪on　vocal≫ 

【ニコカラ】お断りします【さつきがてんこもり feat.初音ミク】 

【ニコカラ】脳漿炸裂ガール？on　vocal？ 

【初音ミク】 My？Love 【オリジナル】 

 『ニコカラ』アイ・ミス・ユー ～on vocal～ 

 【ニコカラ】 HAKUMEI （on vocal） 

 【ニコカラ】 ひとりぼっちとココロの本と 【on vocal】 

 【ニコカラ】 千本桜 （on vocal） 

 【ニコカラ】 ？ハナウラナイ？ （on vocal） 【初音ミク】 

 【ニコカラ】rolling on highways【On Vocal】 

 【ニコカラ】たこルカ★マグロフィーバー feat.巡音ルカ 歌詞付【on vocal】 

 【ニコカラ】みらくる☆おぱんちゅ【onvocal】 

 【ニコカラ】カミサマネジマキ【on vocal】修修修正版 

 【ニコカラ】スーパーエゴ【on vocal】 

 【ニコカラ】ズドド (ZDD)【初音ミク】おんぼ 

 【ニコカラ】ハイファイレイヴァー【あうすら様MMD PV Ver】おんぼ 

 【ニコカラ】冬紅葉【on vocal】 

 【ロリMEIKO】 Nostalogic (single edit) 【実写PV】 

 【初音ミク】 My？Love 【オリジナル】 

 【鏡音リン・レン】下剋上(完)【オリジナル曲】 

【ニコカラ】ミラクルペイント 【On Vocal】 

【ニコカラ】メルト【高音質・高画質】【初音ミク】 

【ニコカラ】　初音ミク 結ンデ開イテ羅刹ト骸 On Vocal ver【H.264】 

【ニコカラ】　鏡音リン･鏡音レン 下剋上(完) サトネさんPVver【H.264】 

 【ニコカラ】鳩山由紀夫の消失 -DEAD END-【MotionGraphics】 
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鈴木このみ

黄昏乙女×アムネジア CHOIR JAIL（クワイア ジェイル） 

 黄昏乙女×アムネジア CHOIR JAIL（クワイア ジェイル） 

【カラオケ】　CHOIR　JAIL　　黄昏乙女×アムネジアOP　【歌詞付き】 

 鈴木このみ「CHOIR JAIL」 

 【ACEステージ中継】黄昏乙女×アムネジア 

 ぷれぷれぷれあです×太陽曰く燃えよカオス～鈴木このみver.～ 

第5回全日本アニソングランプリ決勝？優勝者？ 

うたぐみ Smile×Songs　ゲスト：鈴木このみ

お試しラジオ「鈴木このみのこんなんでええんちゃう？」第１回？

第5回全日本アニソングランプリ決勝？優勝者？ 

 「時をかける少女 - ガーネット」 鈴木このみ 

【MAD】This game【SAO】FullVer. 

【ニコカラHD】This game￥／鈴木このみ【ノーマツコ・ノーライフ】on vocal 

 ノーゲームノーライフOP full 

 鈴木このみ「This game」PV(TVサイズ) 

 【ノーゲーム・ノーライフ】 This game／鈴木このみ 【ニコカラ】 

 アブソリュート・デュオ OP「Absolute Soul」(Live音源Full) 

 第5回アニソングランプリ優勝者 鈴木このみさん（予選動画） 

 鈴木このみ 「AVENGE WORLD」 

 鈴木このみ 「運命のEngagement」 

 鈴木このみ アニソングランプリ 大阪予選スペシャルライブpart1 

 鈴木このみ アニソングランプリ 大阪予選スペシャルライブpart2 

 鈴木このみBDニコ生 

 鈴木このみLIVE 「in京まふ ２回目どすえ」 

 鈴木このみ×三森すずこ「モーレツ宇宙海賊（主題歌）-無限の愛」 

 鈴木このみ「AVENGE WORLD」 

鈴木このみ　DAYS of DASH　 

【ニコカラ】DAYS of DASH【On.Vocal】 

 鈴木このみ「Tears BREAKER」 

 鈴木このみ「世界は疵を抱きしめる」 

 鈴木このみ「夢の続き」 

 鈴木このみ「私がオバさんになっても」 

 鈴木このみ「私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い」 

 魔弾の王と戦姫OP 「銀閃の風」(Live音源Full) 

アブソリュート・デュオ OP FullVer. 

アブソリュート・デュオ OP「Absolute Soul」(Live音源Full) 

【カラオケ】　Absolute Soul 　アプソリュート・ディオ　OP　【on vocal】 

鈴木このみ×三森すずこ「モーレツ宇宙海賊（主題歌）-無限の愛」 

https://www.nicovideo.jp/watch/sm17425459
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17425459
https://www.nicovideo.jp/watch/sm24054788
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22555296
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17435217
https://www.nicovideo.jp/watch/sm27385479
https://www.nicovideo.jp/watch/sm15905051
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22340583
https://www.nicovideo.jp/watch/so20502441
https://www.nicovideo.jp/watch/sm15905051
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22845846
https://www.nicovideo.jp/watch/sm24103120
https://www.nicovideo.jp/watch/sm23641372
https://www.nicovideo.jp/watch/sm23765824
https://www.nicovideo.jp/watch/sm23367910
https://www.nicovideo.jp/watch/sm23631502
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25117511
https://www.nicovideo.jp/watch/sm15843542
https://www.nicovideo.jp/watch/sm23008680
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22760626
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22560433
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22560331
https://www.nicovideo.jp/watch/sm24875291
https://www.nicovideo.jp/watch/sm24520559
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22891560
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22555383
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22164825
https://www.nicovideo.jp/watch/sm19493535
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22555263
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22555355
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22555368
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25911110
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22555325
https://www.nicovideo.jp/watch/sm24576142
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25584576
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25117511
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25786117
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22891560


鈴木このみ　BIRTHDAY Live 「No buts!」 

鈴木このみ　BIRTHDAY Live 「Q＆A リサイタル!」 

鈴木このみ　BIRTHDAY Live 「SPLASH FREE」 

鈴木このみさん　ノーザンクロス 

リスアニ!STUDIO Vol.02 鈴木このみ LIVE(音質重視版) 

鈴木このみ(13) 「PRECIOUS」 

鈴木このみ×囚人「シャントラ -絶対依存の歌姫-」より≪思い遣り≫

鈴木このみ「私がオバさんになっても」 

【鈴木このみ×囚人P】囚人 -Paradox 2013-【コミックPV】 

【鈴木このみ×囚人P】囚人 -Paradox 2013-【予告PV】 

リスアニ!TV　卒業。大阪。18歳。鈴木このみ　後編 

https://www.nicovideo.jp/watch/sm22195561
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22195777
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22193896
https://www.nicovideo.jp/watch/sm15894217
https://www.nicovideo.jp/watch/sm26204403
https://www.nicovideo.jp/watch/sm22603615
https://www.nicovideo.jp/watch/so22916990
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25911110
https://www.nicovideo.jp/watch/sm20098656
https://www.nicovideo.jp/watch/sm20090662
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25824414


ego

 [CF2]熱い鼓動感じて（カラオケ風字幕つきONボーカル）_修正版 https://www.nicovideo.jp/watch/sm12669798

 [izumo_ex]Promised Land（カラオケ風字幕つきONボーカル） https://www.nicovideo.jp/watch/sm12635676

 [moonlight]FullMoon Rhapsody（カラオケ風字幕つきONボーカル） https://www.nicovideo.jp/watch/sm12544218

 [PYUTHIAN]Link Revolution（カラオケ風字幕つきONボーカル） https://www.nicovideo.jp/watch/sm12206631

 [Tenaku]黒白の天風～PARADOX（カラオケ風字幕つきONボーカル） https://www.nicovideo.jp/watch/sm12312684

 [vagrants]　Ｉ ｗｉｌｌ ...　（カラオケ風字幕つきONボーカル） https://www.nicovideo.jp/watch/sm12316104

 ［MAW3］青春のソルフェージュ(カラオケ風字幕つきONボーカル） https://www.nicovideo.jp/watch/sm12099937

 ［MAW3］青春のソルフェージュ(カラオケ風字幕つきONボーカル）_修正版 https://www.nicovideo.jp/watch/sm12668360

https://www.nicovideo.jp/watch/sm12669798
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12669798
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12635676
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12635676
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12544218
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12544218
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12206631
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12206631
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12312684
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12312684
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12316104
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12316104
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12099937
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12099937
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12668360
https://www.nicovideo.jp/watch/sm12668360


梶浦

Yuki Kajiura Live 媛星＆目覚め 

 in the land of twilight, under the moon 

-Yuki Kajiura LIVE vol#4- 焔の扉 

in the land of twilight, under the moon 

FictionJunction - Parallel Hearts 

to the beginning ～instrumental+時々梶浦語～【ｶﾗｵｹ風歌詞】 

Yuki Kajiura LIVE 2008-07-31 Liminality 

FictionJunction - Parallel Hearts -Yuki Kajiura LIVE 2009 

FictionJunction - zodiacal sign -Yuki Kajiura LIVE 2008 

FictionJunction - 宝石 -Yuki Kajiura LIVE 2009 

FictionJunction - 時の向こう 幻の空 

FictionJunction - 時の向こう 幻の空　【高画質版】 

FictionJunction WAKANA「Where the lights are」(japanese ver.) 

FictionJunctionYUUKA よろこび 

Kalafina - 輝く空の静寂には ~LISANI Live 2010~ 

Revo ＆ 梶浦由記 DreamPort 「砂塵の彼方へ･･･」 【1Mbps】 

Wakana - Where the lights are (LIVE) 

Yuki Kajiura Live Everlasting Song 

【修正版】Yuki Kajiura LIVE 2008-07-31 a song of storm and fire 

【修正版】Yuki Kajiura LIVE 2008-07-31 Canta per me 

【修正版】Yuki Kajiura LIVE 2008-07-31 the main theme of petit Cossette 

【PV】stone cold ／ FictionJunction 

https://www.nicovideo.jp/watch/sm5663666
https://www.nicovideo.jp/watch/sm8004106
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9689945
https://www.nicovideo.jp/watch/sm8004106
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9321809
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17585230
https://www.nicovideo.jp/watch/sm8312696
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9871276
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9915457
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9907742
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9961562
https://www.nicovideo.jp/watch/sm13909144
https://www.nicovideo.jp/watch/sm2200573
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9020898
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17617822
https://www.nicovideo.jp/watch/sm5527422
https://www.nicovideo.jp/watch/sm17640015
https://www.nicovideo.jp/watch/sm6145707
https://www.nicovideo.jp/watch/sm8507093
https://www.nicovideo.jp/watch/sm8520733
https://www.nicovideo.jp/watch/sm8515505
https://www.nicovideo.jp/watch/sm14882065

