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2018年 6月現在（新着順） 

ここに記述のないもの、未発表タイトル等 多数あります。 

※遊戯台の記述は数タイトル以外はほぼしておりません。 

2018 都立水商！(HTML5ブラウザゲーム)                       株式会社サクセス 

全 BGM作曲担当 

2018 八百万クエスト(iOS/Android)                               株式会社トイロジック 

 全 BGM作曲担当 ** 

2017 プリプリちぃちゃん!!プリプリデコるーむ!(3DS)   株式会社コナミデジタルエンタテインメント 

作曲参加 (2017/11/16発売予定!) 

2017 ザ・マジックナイトメア(iOS/Android)               株式会社オーシャンフロンティア 

作曲参加                                    株式会社サンリオウェーブ 

2017 ヴィーナスランブル(iOS/Android)                株式会社スクウェア・エニックス 

作曲参加 

2017 茜さすセカイでキミと詠う(iOS/Android)                   株式会社ジークレスト 

全 BGM作曲担当 ** 

2016 爆撃アリス(iOS/Android)                           株式会社イーキューブ 

 タイトル曲＆ジングル担当 ** 

2016 人狼パーティー Believed or Deceived (ハンゲーム（ブラウザ）)     NHN ハンゲーム（株） 

 全作曲担当 

2016 ロックマンエグゼ １５周年記念アルバム CD                     （株）カプコン 

 セルフアレンジ参加  ** 

2016 ハイキュー!! Cross team match (3DS)                    （株）バンダイナムコゲームス 

 作曲参加 

2015 CHUNITHM（チュウニズム）                               （株）セガ・インタラクティブ 

 作曲参加（作編曲・作詞・ボーカル） 

2015 大神 編曲集 其の参、ラウンジ                             （株）カプコン 

  編曲参加 ** 

2014 魔界のパズルカ (Yahoo!モバゲー他）                         （株）サクセス 

 全作曲、ＰＶ曲作編曲作詞ボーカルディレクション担当 

 



2014 中高生限定 SNS ゴールスタート                                   (株)スプリックス 

 作曲参加 

2014 大乱闘スマッシュブラザーズ (WiiU)                                  （株）任天堂 

 編曲参加 

2014 名探偵コナン X人目の名探偵 (Yahoo!モバゲー)                        （株）DeNA 

 全作曲担当 ** 

2014 ハイキュー!! 繋げ!頂の景色!! (3DS)                      （株）バンダイナムコゲームス 

 作曲参加 

2014 にゃんパズル（iOS/Androidアプリ）                            （株）DeNA 

 全作曲担当 ** 

2014 楽園生活 ひつじ村  大地の恵みと冒険の海                    （株）サクセス 

 全サウンド（作曲、効果音作成）担当 

2014 ロボクラ！（iOS/Androidアプリ）                         （株）グルーヴノーツ 

 全サウンド（作曲、効果音作成）担当 

2014 え～でるすなば（アーケード筐体）                               （株）セガ 

 サウンド（作曲、効果音作成）担当 

2013 日刊クイズ ケンミン対戦                                 （株）サクセス 

 全サウンド（作曲、効果音作成）担当 

2013 CDシングル『のぶニャがの野望 天下布猫』うつのミャー音頭        （株）日本クラウン 

 作曲担当 ** 

2013 プリンス・オブ・ストライド オーディオドラマ Let The Wind Blow  （株）ASCII・MEDIAWORKS 

 ボーカル・作詞（英語）参加 

2013 ラグナブレイク・サーガ(Yahoo!モバゲー) *                          （株）CROOZ 

 作曲参加 

2013 ディーバコロシアム（ブラウザオンラインゲーム） *                  （株）NEXON 

 作曲参加 

2013 ダークラビリンス（iOS,Androidアプリ）                        （株）エイチーム 

 声優参加 

2013 ＣＲ ＲＯＯＫＩＥＳ                                       （株）サミー 

 ボーカル曲アレンジ、コーラス/作詞 

2013 Groove Coaster                                       （株）タイトー 

 「Play Merrily」ライブ音源 作詞（英語） 

2013 リング☆ドリーム～女子プロレス大戦～（Yahoo!Mobage/mixiゲーム）     （株）サクセス 

 主題歌 作詞 

2013 光吉猛修 3rdボーカルアルバム「From Loud 2 Low SUN」       （株）ウェーブマスター 

アレンジ参加 



2013 OneBigAlbum （世界のゲーム音楽コンポーザー１７人による子供支援チャリティ・アルバム） 

作曲参加                                       OneBigGame(アメリカ NPO団体) 

2012 タツノコヒーローズ(Yahoo!Mobage)                            （株）サクセス 

作曲担当 

2012 モバゲー 神魔 x継承 ラグナブレイク *                                (株)CROOZ 

 作曲参加 

2012 旋光の輪舞 DESIRES ROULETTE SOUNDTRACK x NOVEL      （株）エンターブレイン 

 ボーカル参加 

2012 激 KAZAAAN!!  アーケード メダル筐体                          （株）セガ 

 楽曲データ制作 

2012 CR 天才バカボン４ 決断の瞬間                           （株）大一商会 

 作曲担当 

2012 New ラブプラス 3DS *                          （株）コナミエンタテインメント 

作曲参加  

2012 R=MIX舞台 虹色の輪舞曲 ８枚の金貨・８色のオクテット 

作曲参加 

2011 とんがりボウシとおしゃれな魔法使い *              （株）コナミエンタテインメント 

作曲、アレンジ参加 

2011 スティールクロニクル  アーケード筺体 *             （株）コナミエンタテインメント 

作曲参加 

2011 ドリームクラブ ZERO ダウンロードコンテンツ *          株式会社 D３パブリッシャー 

 アレンジ参加 

2010 とんがりボウシと魔法のお店 NDS *                （株）コナミエンタテインメント 

作曲、移植 担当 

2010 ラブプラス＋ NDS *                          （株）コナミエンタテインメント 

作曲、アレンジ参加 

2010 ときめきメモリアル Girl’s Side 3rd Story *             （株）コナミエンタテインメント 

作曲、アレンジ参加 

2010 ロックマン１０イメージサウンドトラック                   （株）インティ・クリエイツ 

アレンジ参加 

2010 ロックマン１０ 宇宙からの脅威！！WiiWare、PS3、Xbox360           （株）カプコン 

作曲参加 

2010 ぐわんげ アレンジアルバム                                 (株)ケイブ 

アレンジ参加 

2009 デススマイルズ ドラマＣＤ Vol.3                              （株）ケイブ 

作詞、作曲、ボーカル参加 



2009 虫姫さまふたり ver.1.5 ダブルアレンジアルバム                    (株)ケイブ 

アレンジ参加（ボーカル、コーラス込み） 

2009 チップチューンド・ロックマン コンセプト・アレンジアルバム      （株）インティ・クリエイツ 

アレンジ参加 

2009 怒首領蜂 大往生 アレンジアルバム                          （株）ケイブ 

アレンジ参加 

2009 Walk It Out!   Wii                               KONAMI AMERICA Inc. 

作詞、作曲、コーラス参加 

2009 KETSUI kizunajigokutachi アレンジアルバム                      （株）ケイブ 

アレンジ参加 

2008 流星のロックマン 3  NDS                                 (株)カプコン 

作曲参加 

2008 ロックマン９ アレンジサウンドトラック                   (株)インティ・クリエイツ 

アレンジ参加 

2007 ルミナスアーク２ Will  NDS                    (株)マーベラスエンターテイメント 

作曲参加 

2007 ロックマンゼクスアドベント サウンドトラック               (株)インティ・クリエイツ 

リミックスアレンジ参加 

2007 ロックマンゼクスアドベント NDS                             （株）カプコン 

アレンジ曲、PSG効果音制作参加 

2007 ロックマンゼクス サウンドトラック                     （株）インティ・クリエイツ 

アレンジ曲参加 

2006 ルミナスアーク NDS                        （株）マーベラスエンターテイメント 

作曲参加 

2005 大神 PS2             （株）カプコン/(株)クローバースタジオ（現プラチナゲームズ） 

作曲参加 

 

*印 = （有）サウンドエイムスにて参加 or共同参加 

**印 = ATTIC INC. にて請負 

 

--- （株）カプコンにて関わった作品↓ --- 

 

2004 ロックマンエグゼ５  GBA    作曲担当 

2004 ロックマンエグゼ４．５ リアルオペレーション GBA    作曲担当（バトル曲と一部のみ） 

2003 鬼武者３   PS2    作曲担当 

2002 超魔界村Ｒ  GBA   作曲担当（１曲のみ） 



2001 幻魔鬼武者  PS2    移植担当 

2000 バトルネットワーク ロックマンエグゼ  GBA    作曲担当 

1999 パノラマショット 業務用メカ  作曲担当 

1999 鈴ものがたり  PS    作曲担当 

1998 DINO CRISIS   PS/DC   作曲担当 

1998 ロックマン＆フォルテ  SFC/GBA 作曲担当 

1997 トリッキー・スライダーズ  PS    作曲担当 

1997 バイオハザード ディレクターズカット デュアルショック ver. PS  移植担当 

1997 ブレスオブファイア３  PS/のちに PSP移植 作曲・編曲・ディレクション・ボーカル担当 

1996 バイオハザード  PS/SS 移植・作曲担当 

1995 ストリートファイターＺＥＲＯ コンシューマ版  PS、SS   アレンジ担当 

1995 ロックマンパワーファイター 業務用 作曲担当（１曲のみ） 

1995 ヴァンパイア・ハンター  業務用/のちに PS、SATURN移植  作曲担当（数曲のみ） 

1994 CYBERBOTS フルメタルマッドネス  業務用   作曲担当（数曲のみ） 

1994 スーパーストリートファイターIIX  PC X68000版   アレンジ・移植担当 

 

 

 

 

今までにお仕事させていただいた主な遊戯台メーカー様： 

 

（株）大一商会 

（株）KYORAKU 

（株）コナミ  

（株）サミー 

（株）平和 

 


