
アーティスト（50音順） タイトル 担当 共作者
相川 七瀬 月に捧ぐ 曲

浅野 みゆき 涙でI LOVE YOU 曲

麻美ゆま Re Start～明日へ～ 曲･編 麻美ゆま･共曲
うらはら Love! 曲･編

池澤 春菜 世紀末でも平気 曲

稲垣 潤一 終わらないLOVE SONG 曲
永遠は風のように 曲

イ･テガン どんなに離れていても 詞･曲･編 イ･テガン･共詞

井上 慎二郎 恋のシナリオライター 詞･曲
夏のお殿様 詞･曲
お金がない 詞･曲
満足への階段 詞･曲
咲き誇れLADY 詞･曲 小泉 秀太郎･共詞
SPECIAL SHOWER 詞･曲 小泉 秀太郎･共詞
LET IT "C" 詞･曲
飛べ！日本の少女達 詞･曲 小泉 秀太郎･共詞
バラッドを君に贈ろう 詞･曲
遊び帝王 詞･曲
MY LITTLE FEAT 詞･曲
哀しい詩を詠いましょう 詞･曲
ひとりぎみ 詞･曲
あいするひとよ 詞･曲
さらば 詞･曲
心臓 詞･曲
ひまを生きる 詞･曲
ROCK AND ROLL PEOPLE 詞･曲
エデン 詞･曲
NEGATIVE SENSATION 詞･曲
人生行路 詞･曲
恋する男達 詞･曲

内田 有紀 Tシャツでギュッと 曲

S.D.PREPPY DANCE THE YOUTH AWAY 詞･曲･編
CHAIN 詞･曲･編

Every Little Thing 空白 曲
Lien 編

大路 沙緒 午後の色彩 曲
宇宙 曲

大塚 ジュンコ 風が聞こえる 曲

井上慎二郎 ワークリスト 
※劇伴音楽作品、及びインディーズ作品は除いています
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織田 裕二 NO RETURN 曲
運が良けりゃ 曲
NORU SORU 曲
アコースティック 曲
失くしかけた約束 曲
ひたすらな君だった 曲
愛までもうすぐだから 曲 織田 裕二
タエコ 曲
日本の心 詞･曲
STORM 曲
当たって砕けろ！ 曲
恋にやぶれた花火の後に 曲 織田 裕二
口笛 曲
SHAKE IT UP 曲
LIE LIE LIE 曲
ボクラハタマニ 詞･曲

KATSUMI 情熱 曲
何も言わずに 曲
HIRE WE GO 曲
君のすべて 曲

キーヤキッス ホチキス 曲
please! 編
デカダンス 詞･曲･編

KIX•S FLOWER & FLOWER 曲

Kis-My-Ft2 わんダフォー（横尾渉 & 藤ヶ谷太輔ユニット) 編
証（北山宏光 & 藤ヶ谷太輔ユニット） 編
RE: 編

Kinki Kids ウタカタ 曲

久宝 留理子 プライド 曲
ストーリーは転がっている 曲

倖田 來未 LALALALALA 編
Blue Velvet (カバー） 編
Brave 編 華原 大輔
好きで、好きで、好きで。 編
Hey baby! 曲
走れ！ 編
好きでして 詞･曲 倖田來未•共詞
On my way 編

小久保 淳平 CAREY 曲･編 小久保 淳平･共曲
ORION 詞･曲･編
僕の唄 編
旅の途中 曲･編 小久保 淳平･共曲
今しか出来ないこと 編
道標 曲･編
手紙 編
宝物 編
あなたに捧げるラブソング 編
泪 編
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恋の唄 編
STEP 編
一人前になりたくて 編
雪だるま 編
ラララ
真っ赤な花 編
金のピストル 編
勝利の旗 編
コンタクト 編
Seven Stars 編
INSTRUMENTAL 曲･編 小久保 淳平、他･共曲
エピソード 編
パンの匂い 編
In 1999 編
クリームソーダ 編
Hello 編
Orange 編
さよなら 編

小西 寛子 PERFECT WORLD 曲

近藤 真彦 アヤマチ 曲
いいことあるさ 曲

郷 ひろみ おなじ道･おなじ場所 曲

斉藤 未知 ダカラ… 曲･編
ココロノウタ 詞･曲

3rd X'mas GIANT X'MAS～友情にリボン～ 詞･曲･編

さかとも えり 稲妻娘 曲
女に生まれて良かったー 曲

島谷ひとみ ホーム・スイート・ホーム 詞･曲･編 ケリー･共詞

さんみゅ～ 終わらないで、夏 編
これが愛なんだ 詞･曲･編
春が来て僕たちはまた少し大人になる 曲･編
純情マーメイド 曲･編

XIAH junsu 君がいれば ～Beautiful Love～ 詞･曲･編

柴田 あゆみ セツナ 詞･曲･編 野村 陽一郎･共編

JamFlavor 恋い焦がれ恋に瀕死 詞•曲•編 HODAKA.•共詞
Let go 編

SHU-I LOST LOVE 詞

SHOGO ラジオで作ったこの曲で”ありがとう”と”愛”を伝えたい 編
スタート（仮） 編

鈴木 梨央 かあかあカラスの勘三郎 編 小野 香代子
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JUNSU/JEJUNG/YUCHUN W 詞

J-Min One 曲

Sowelu タイムカプセルの丘 編

SONIA CITY 曲

SOLIDEMO There is 曲･編

反町 隆史 POISON～言いたい事も言えないこんな世の中は～ 曲
HIGH LIFE 曲
HOLD THE WORLD TIGHT 曲

高杉 さと美 一緒に -Peaceful Acoustic Remix- 編

高橋 克典 JUMP INTO THE TARGET 曲

タッキー&翼 恋詩 -コイウタ- 曲

谷口 美紀 青い風 曲

Chirolyn Halenti 曲･編 Chirolyn･共曲
21 曲･編 Chirolyn･共曲
Zokkon記念日 編
君を離さない 編
愛のレッド･ゾーン 曲･編 Chirolyn･共曲
君に会えてよかった 編
BLUE SKYーラウンジ･デーモンズー 曲･編 Chirolyn･共曲
空 編
運命 曲･編 Chirolyn･共曲
Bow 詞･曲･編 Chirolyn･共曲
夢のエルドラド 曲･編 Chirolyn･共曲
Stand By Me 曲･編 Chirolyn･共曲
ラブコール 編
キミは奇跡を信じるかい？ 曲
HAWAII 曲･編 Chirolyn･共曲
I WANT YOU BAD 編
TRASH 曲･編 Chirolyn･共曲

東京女子流 Attack Hyper Beat POP 曲

東方神起 約束 / extra NSB mix 編
CLAP! / SOUL of SOUL remix 編
Forever Love / Bell’n’Snow Edit 編
Beautiful you 編 Steve Smith、他
Kiss The Baby Sky 編 YUCHUN
Share The World / Save A Remix 編
Survivor / Seven Seas Premium 編
どうして君を好きになってしまったんだろう？ 詞 山下 祐樹
Bolero 詞 山下 祐樹
TAXI 詞
Stand By U 詞
時ヲ止メテ 詞
時ヲ止メテ - never end remix 編
With All My Heart ～君が踊る、夏～ 詞･曲･編
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Introduction ～magenta～ 詞･曲･編
Duet 詞･曲･編
Duet - winter ver. - 詞･曲･編
Back to Tomorrow 詞
Weep 詞
STILL 詞･曲･編
ANDROID - modest gothic remix - 編
I Know 詞
逢いたくて逢いたくてたまらない 詞･曲･編
One and Only One 詞･編 Peter Kvint、他共編
In Our Time 詞･曲･編
Rat Tat Tat 編 Ryan Marrone
OCEAN 曲･編
Rock with U 詞･編
Very Merry Xmas 詞
White 詞･曲･編
Hide & Seek 編
Cheering 詞･曲･編 　
Good Days 詞･曲･編
TREE OF LIFE 詞･編
Good-bye for Now 詞
Sweat -Boogie-Woogie Version- 編
Over（チャンミン･ソロ） 編
Shout Out（ユンホ･ソロ） 詞 ケリー･共詞
Time Works Wonders 詞
Time Works Wonders -A Cappella Version- 詞･編
Believe in U 詞･曲･編
I just can’t quit myself 詞
Calling 詞･編
With Love 詞･編
サクラミチ -Drifting into 80s Remix- 編
繋がれた舟（ユンホ・ソロ） 編
Santa Revolution（ユンホ・ソロ） 詞 日本語詞
道程（チャンミン・ソロ） 詞
木枯らしが届く頃に（チャンミン・ソロ） 編
逢いたくて逢いたくてたまらない -Two of Us Ver.- 詞･曲･編

AAA WISHES 詞･曲

中森 明菜 I HOPE SO 曲 武部 聡志

NEWS 36℃ 編

THE NAME OF LOVE 今夜はタッチ･ミー 曲
SMILE! 曲

原田 龍二 優しい陽射し 曲

PUFFY 太陽 詞･曲 鈴木 祥子･共詞

BeepSpree farewell 詞
希 -nozomi- 詞

hitomi Love myself 曲･編 協編曲

ひふみ かおり 愛でしなさい 曲
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裸のまま 曲
ねずみ色のそら 曲
キワノ 曲･編

平松 まゆき DIVE AND GO 曲

V6 Summer Day / 20th Century 曲･編

fumika ハミングソング 曲

ベイビーレイズJAPAN Silence Nonsense Sigh 編 AKIRASTAR

Voice いいことあるさ 曲

Buono! Kiss! Kiss! Kiss! 曲
ロッタラ ロッタラ 曲
マイラブ 曲･編
雑草のうた 曲･編
Winter Story 編 AKIRASTAR
キライスキダイキライ 編
ゴール 編 AKIRASTAR

星井 七瀬 パーマパビリオン 詞･曲･編
金星黒ヒョウＯ型 詞･曲･編
ナナナビゲーション 詞･曲･編
青春しぼり汁 詞･曲･編

細川 たかし 屋久島 曲･編
平泉賛歌 曲･編

POTBELLY CRASH! CRASH! CRASH! 曲･編
TREASURE 曲･編

misono 私色 編
家族の日 編
気のきかないケーキで誕生日 編

森口 博子 でっかいことをやろう 曲
エイッ！とまたはりきって 曲
いつも夢中で見つめてた 曲
初日の出見に行こう 曲
今年のVALENTINE 曲
幸せは簡単 曲
DUST SHUTE NIGHT 曲

柳 ジョージ 夢の果てるまで～TILL THE DREAMINGS DO～ 曲

山下 智久 月と太陽のラプソディ 曲

U-KISS Lots of love 曲･編

吉田 古奈美 君をみつめてる 曲

吉田 拓郎 ハピネス 曲

ラムジ GRETSCH 詞･曲･編
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キミと月までも 詞･曲･編
ボナンザ 詞･曲･編
PIECE 詞･曲･編
ありったけオーラ 詞･曲･編
キミ待つ 詞･曲･編 鳥井 美玖･共詞
ラムレンジャー 詞･曲･編
シンプル 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
PLANET 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
CLICK ME! 詞･曲･編
コッケンロール 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
腕白宣言 詞･曲･編
子羊 詞･曲･編
CHAIN～LIVE AT NISHIAZABU～ 詞･曲･編
ラブレター 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
まくら 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
ペンソル 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
パーティーいかないけんのよ 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
Living Toy 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
途後（みちしり） 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
ピンクモンスター 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
公園通り 曲･編
縫い目 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
好きな人について 曲･編
デルトコデルボ 曲･編
煩悩 曲･編
終日カラマワリ 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
きみとこーひー 曲･編
シャチ 曲･編
言葉 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
スケッチ 曲･編
ラヴメーカー 曲･編
かけがえの無いゴミ箱の詩 曲･編
merry go round 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
君のアレが好きだ 詞･曲･編
a Happy End Song 曲･編
Rock from 80’s 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
Hello 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
ダーリン 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
SHINAGAWA 詞･曲･編
Dear Regret 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
ユメオイビト 曲･編
マジックアワー 編
Sweet Home 曲･編
好きだから 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
Dear Friend 曲･編
さよならも言えないまま 編
distance 詞･曲･編
碧空 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
クライマー 詞･曲･編
記念日を贈ろう 曲･編
でくのぼう 詞･曲･編
Melodies 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
虹ヲ渡ル 詞･曲･編
All We Need is Love 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
Prelude～始まりの詩～ 詞･曲･編 山下 祐樹･共詞
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Rin' FLASH BACK 曲･編 大平 勇

渡り廊下走り隊 若気のイタリアン 編
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