
曲番号 曲名 歌手名

612871 奇跡のプレゼント(原曲カラオケ) うしろ向きじれっ隊

612872
そしてお前に出逢えただけで・・・

うしろ向きじれっ隊 ｆｅａｔｕｒｉｎｇ イサト(原曲カラオケ)
イサト（CV 高橋 直純）

612873 風花昇華～凛～(原曲カラオケ) うしろ向きじれっ隊

612875 閃光と疾走の絆(原曲カラオケ) うしろ向きじれっ隊

612876
花園への招待状 うしろ向きじれっ隊

ｆｅａｔｕｒｉｎｇ 彰紋(原曲カラオケ)
彰紋（CV 宮田 幸季）

612877 翳りの封印(原曲カラオケ) 安倍泰明（CV 石田 彰）

612878 天翔ける翼で(原曲カラオケ) うしろ向きじれっ隊

612879
永遠の水廻廊 うしろ向きじれっ隊

ｆｅａｔｕｒｉｎｇ 源 泉水(原曲カラオケ)
源 泉水（CV 保志 総一朗）

611516 燎原火(原曲カラオケ) チナミ（CV 阿部 敦）

611517 八千代ノ華(原曲カラオケ) 小松帯刀＆福地桜智（CV 立花 慎之介＆竹本 英史）

611518 煌めきの月(原曲カラオケ) ヒノエ＆梶原 景時（CV 高橋 直純＆井上 和彦）

611519 満月の雫は媚薬(原曲カラオケ) 武蔵坊弁慶（CV 宮田 幸季）

611520 月を抱く天秤(原曲カラオケ) ヒノエ（CV 高橋 直純）

611521 蒼い魂の龍巻(原曲カラオケ) イサト（CV 高橋 直純）

611522 嵐になれ光になれ(原曲カラオケ) イノリ（CV 高橋 直純）

611523 瑠璃稲妻の決意(原曲カラオケ) 源九郎義経（CV 関 智一）

611524 想い出は時空の結晶(原曲カラオケ) 幻影（CV 浅川 悠）

611525 電光石火の恋(原曲カラオケ) ヒノエ（CV 高橋 直純）

611526 くちびる　切れるような　くちづけしよう(原曲カラオケ) ヒノエ（CV 高橋 直純）

611527 満月は夜空の真珠(原曲カラオケ) 源九郎義経＆梶原 景時（CV 関 智一＆井上 和彦）

611528 朱き翼が如く(原曲カラオケ) チナミ＆沖田総司（CV 阿部 敦＆岡本 信彦）

611529 夜籠りの夢(原曲カラオケ) 彰紋（CV 宮田 幸季）

611530 めざめの尋ね人(原曲カラオケ) 白龍（CV 大谷 育江）

611531 遼遠の旅路を行け(原曲カラオケ) 八葉

611532 玲瓏なる覚悟よ(原曲カラオケ) 武蔵坊弁慶（CV 宮田 幸季）

611533 蒼い秘密の夢をみた(原曲カラオケ) イサト（CV 高橋 直純）

611534 水蜜桃の雫絵(原曲カラオケ) 翡翠（CV 井上 和彦）

611535 心よ最果ての氷原に(原曲カラオケ) 梶原 景時（CV 井上 和彦）

611536 瞑目の白き残像(原曲カラオケ) 藤原泰衡（CV 鳥海 浩輔）

611537 灼熱の甘美き狩人(原曲カラオケ) ヒノエ（CV 高橋 直純）

611538 虹色・腕(原曲カラオケ) イノリ（CV 高橋 直純）

611539 運命の月は紅(原曲カラオケ)
ヒノエ＆武蔵坊弁慶＆平 敦盛

（CV 高橋 直純＆宮田 幸季＆保志 総一朗）

611540 紫陽花の残夢で逢いましょう(原曲カラオケ) 武蔵坊弁慶（CV 宮田 幸季）

611541 蝶紋の賽よ　天空に転がれ(原曲カラオケ)
平 経正＆平 惟盛

（CV 花輪 英司＆松田 佑貴）／語り 平 知盛（CV 浜田 賢二）

611542 爛漫の嵐を抱け(原曲カラオケ) 藤原 幸鷹＆翡翠（CV 中原 茂＆井上 和彦）

611543 魂という赤紅き熱風よ(原曲カラオケ) 有川 将臣（CV 三木 眞一郎)

611544 黒き氷塊の楼閣(原曲カラオケ) 藤原泰衡（CV 鳥海 浩輔）

611545 初嵐の眩暈をお前と(原曲カラオケ) 平 勝真（CV 関 智一）

611546 太陽の背中(原曲カラオケ) イノリ（CV 高橋 直純）

611547 青空の約束(原曲カラオケ) イノリ＆流山詩紋（CV 高橋 直純＆宮田 幸季）

611548 孤影に降る夢(原曲カラオケ) 葛城 忍人（CV 中原 茂）

611549 宵闇と秋風の薫物合を(原曲カラオケ) 彰紋（CV 宮田 幸季）

611550 裏切り者の悲愴な叫び(原曲カラオケ) 梶原 景時（CV 井上 和彦）

611551 白昼夢と短夜の結末は(原曲カラオケ) 武蔵坊弁慶（CV 宮田 幸季）

611552 風花昇華(原曲カラオケ)
イサト＆彰紋＆源 泉水

（CV 高橋 直純＆宮田 幸季＆保志 総一朗）

611553 遙かなる時空を越えて(原曲カラオケ) 八葉

611554 月下美人(原曲カラオケ) 橘 友雅（CV 井上 和彦）

611555 砂上の哀葬(原曲カラオケ) 平 敦盛（CV 保志 総一朗）

611556 光と闇の半夏生は(原曲カラオケ) 平 敦盛（CV 保志 総一朗）

611557 流星の弓矢となりて(原曲カラオケ) 有川 譲（CV 中原 茂）

611558 喪失のモザイク(原曲カラオケ) 藤原 幸鷹（CV 中原 茂）

611559 悠久の月光(原曲カラオケ) 有川 将臣＆源九郎義経(CV 三木 眞一郎＆関 智一)

611560 道化者の哀しき嘘は(原曲カラオケ) 梶原 景時（CV 井上 和彦）

611561 月光の蜘蛛糸　素肌の海賊船(原曲カラオケ) 翡翠＆アクラム（CV 井上 和彦＆置鮎 龍太郎）

611562 嵐翠の鬣で飛べ(原曲カラオケ) 源 頼忠＆平 勝真(CV 三木 眞一郎＆関 智一)

611563 風葬の荒野(原曲カラオケ) 源 頼忠(CV 三木 眞一郎)

611564 日蝕の鍵穴(原曲カラオケ) アクラム（CV 置鮎 龍太郎）

611565 願い(原曲カラオケ) 白龍（CV 置鮎 龍太郎）

611566 オオカミの涙(原曲カラオケ) 森村 天真（CV 関 智一）

611567 氷壁の鏡　灼熱の希望(原曲カラオケ) 平 勝真＆イサト（CV 関 智一＆高橋 直純）

611568 千載不磨の夜明け前(原曲カラオケ) 藤原泰衡（CV 鳥海 浩輔）／語り 銀（CV 浜田 賢二）

611569 冬空からの贈り物(原曲カラオケ) イサト＆彰紋（CV 高橋 直純＆宮田 幸季）

611570 白・曼珠沙華(原曲カラオケ) 永泉（CV 保志 総一朗）

611571 憧憬のプリズムは七色(原曲カラオケ) 有川 譲（CV 中原 茂）

611572 天狼を抱く夜空となりて(原曲カラオケ) 北条政子（CV 川村 万梨阿）

611573 森籠　水色　精霊歌(原曲カラオケ) 遠夜（CV 高橋 直純）

611574 白夜のひまわり(原曲カラオケ) 流山 詩紋（CV 宮田 幸季）

611575 修羅よ赤芥子の宴となれ(原曲カラオケ) 平 知盛（CV 浜田 賢二）

611576 空蝉の恋(原曲カラオケ) 橘 友雅（CV 井上 和彦）

611577 秋化粧の心の花守に(原曲カラオケ) 有川 譲＆白龍（CV 中原 茂＆置鮎 龍太郎）

611578 朧夜・罪人(原曲カラオケ) 源 頼久(CV 三木 眞一郎)

611579 霧雨の繭の中で(原曲カラオケ) 平 敦盛（CV 保志 総一朗）

611580 花篝のささやかな恋よ(原曲カラオケ) 平 敦盛（CV 保志 総一朗）

611581 十月十日の闇は無情か(原曲カラオケ) 和仁（CV 浅川 悠）

611582 鍾乳洞の彷徨人(原曲カラオケ) 和仁（CV 浅川 悠）

611583 退廃の戯れ(原曲カラオケ) アクラム（CV 置鮎 龍太郎）

611584 あたたかき追想の湖に(原曲カラオケ) 平 敦盛（CV 保志 総一朗）

611585 夕虹の淡き秘めごと(原曲カラオケ) 源 泉水（CV 保志 総一朗）

611586 露華衣の秘めたる誓い(原曲カラオケ) 彰紋（CV 宮田 幸季）

611587 美しき破滅への凱歌(原曲カラオケ) アクラム（CV 置鮎 龍太郎）

611588 白檀・遊戯(原曲カラオケ) 橘 友雅（CV 井上 和彦）

611589 韓紅色の疾風になる(原曲カラオケ) イノリ（CV 高橋 直純）

611590 一輪の白芥子の懺悔(原曲カラオケ) 銀（CV 浜田 賢二）

611591 Ｓｉｘ・Ｗｉｎｇｓ(原曲カラオケ) 森村 天真＆流山 詩紋（CV 関 智一＆宮田 幸季）

611592 終焉の儚き願いとは(原曲カラオケ) アクラム（CV 置鮎 龍太郎）

611593 逝春の心は黒曜石に(原曲カラオケ) 黒龍（CV 置鮎 龍太郎）

611594 夢の降る丘で(原曲カラオケ) 流山 詩紋（CV 宮田 幸季）

611595 万象の守り人(原曲カラオケ) 白龍（CV 置鮎 龍太郎）

611596 彩雨の揺り篭(原曲カラオケ) 源 泉水（CV 保志 総一朗）

611597 漂流船の甘美き後悔よ(原曲カラオケ) 翡翠（CV 井上 和彦）

611598 蒼き炎の告白(原曲カラオケ) 源 頼久(CV 三木 眞一郎)

611599 花驟雨(原曲カラオケ) 永泉（CV 保志 総一朗）

611600 螢の灯籠(原曲カラオケ) 藤原 鷹通（CV 中原 茂）

611601 碧の子宮(原曲カラオケ) 永泉（CV 保志 総一朗）／語り 安倍泰明（CV 石田 彰）

611602 お前という陽だまり(原曲カラオケ) 源九郎義経（CV 関 智一）

611603 暗闇の傀儡師(原曲カラオケ) アクラム（CV 置鮎 龍太郎）

611604 風織の衣をその肩に(原曲カラオケ) 藤原 幸鷹＆翡翠（CV 中原 茂＆井上 和彦）

611605 氷翼の鷹　泡沫の一葉(原曲カラオケ) 源 頼忠＆源 泉水(CV 三木 眞一郎＆保志 総一朗）

611606 優美な影法師　風雅な絹雲(原曲カラオケ) 彰紋＆藤原 幸鷹（CV 宮田 幸季＆中原 茂）

611608 紫藤の花言葉(原曲カラオケ) 藤原 鷹通（CV 中原 茂）


