
番号 曲名 アーティスト名

663278 ECHO（歌入り）（原曲カラオケ） 丸目 千熊（CV：木村 昴）

663279 S・K・Y（歌入り）（原曲カラオケ） 魚津 鯆澄（CV：KENN）

644302 About me(原曲カラオケ) 蝶々P feat.飯盛 駆（CV:浅沼 晋太郎）

644303 About me(歌入り)(原曲カラオケ) 蝶々P feat.飯盛 駆（CV:浅沼 晋太郎）

644304 blackjack(原曲カラオケ) ゆちゃP feat.清洲 鷹翌×一乗谷 羚（CV:鳥海 浩輔、緑川 光）

644305 blackjack(歌入り)(原曲カラオケ) ゆちゃP feat.清洲 鷹翌×一乗谷 羚（CV:鳥海 浩輔、緑川 光）

644306 サンドリヨン(原曲カラオケ) Dios/シグナルP feat.臼杵 鷲帆×鑑香 水月（CV:竹内 良太、野島 健児）

644307 サンドリヨン(歌入り)(原曲カラオケ) Dios/シグナルP feat.臼杵 鷲帆×鑑香 水月（CV:竹内 良太、野島 健児）

644308 ショットガン・ラヴァーズ(原曲カラオケ) のぼる↑ feat.臼杵 鷲帆（CV:竹内 良太）

644309 ショットガン・ラヴァーズ(歌入り)(原曲カラオケ) のぼる↑ feat.臼杵 鷲帆（CV:竹内 良太）

644310 心臓デモクラシー(原曲カラオケ) みきとP feat.東本 桂士（CV:杉山 紀彰）

644311 心臓デモクラシー(歌入り)(原曲カラオケ) みきとP feat.東本 桂士（CV:杉山 紀彰）

644312 アサガオの散る頃に(原曲カラオケ) じっぷす feat.麻布 汐(CV:豊永 利行)

644313 アサガオの散る頃に(歌入り)(原曲カラオケ) じっぷす feat.麻布 汐(CV:豊永 利行)

644314 永遠花火(原曲カラオケ) 謝謝P feat.鳴子 郁(CV:佐藤 拓也)

644315 永遠花火(歌入り)(原曲カラオケ) 謝謝P feat.鳴子 郁(CV:佐藤 拓也)

620974 吉原ラメント(本人映像)(原曲カラオケ) 亜沙　feat小野　友樹

613588 吉原ラメント（歌入り）（原曲カラオケ） 亜沙　feat小野　友樹

620977 非公開日誌(原曲カラオケ) みきとP feat. 保志 総一朗

613589 非公開日誌（歌入り）（原曲カラオケ） みきとP feat.保志　総一朗

620980 風待ちハローワールド(原曲カラオケ) add9(ヘリP) feat. 江口 拓也

613590 風待ちハローワールド（歌入り）（原曲カラオケ） add9（ヘリP）　feat江口　拓也

620983 shiningray(原曲カラオケ) 164　feat木村　昴

613591 shiningray（歌入り）（原曲カラオケ） 164　feat木村　昴

613592 ポーカーフェイス（歌入り）（原曲カラオケ） ゆちゃP feat竹内　良太

621021 サリシノハラ(本人映像)(原曲カラオケ) みきとP feat. 野島 健児

613593 サリシノハラ（歌入り）（原曲カラオケ） みきとP feat野島　健児

620989 いーあるふぁんくらぶ(本人映像)(原曲カラオケ) みきとP feat. 小野 友樹×江口 拓也

613594 いーあるふぁんくらぶ（歌入り）（原曲カラオケ） みきとP feat小野　友樹×江口　拓也

620991 天ノ弱(原曲カラオケ) 164 feat. 小野 賢章

613596 天ノ弱（歌入り）（原曲カラオケ 164　feat小野　賢章

613595 Dr.リアリスト（歌入り）（原曲カラオケ） cosMo@暴走P feat速水　奨

620992 僕は初音ミクとキスをした(原曲カラオケ) みきとP feat. 緑川 光

613597 僕は初音ミクとキスをした（歌入り）（原曲カラオケ） みきとP feat緑川　光

613598 ときのねいろ 天翔学園校歌（原曲カラオケ ふわりP feat 速水奨 浅沼晋太郎 逢坂良太 緑川光

613599 ときのねいろ　天翔学園校歌（歌入り）（原曲カラオケ）ふわりP feat 速水奨 浅沼晋太郎 逢坂良太 緑川光

620975 吉原ラメント(原曲カラオケ) 亜沙 feat. 江口拓也

620976 吉原ラメント(歌入り)(原曲カラオケ) 亜沙 feat. 江口拓也

620981 風待ちハローワールド(原曲カラオケ) add9(ヘリP) feat. 木村昴

620982 風待ちハローワールド（歌入り）（原曲カラオケ） add9(ヘリP) feat. 木村昴

620995 初音ミクの消失(歌入り)(原曲カラオケ) cosMo@暴走P feat. 小野友樹

620987 サリシノハラ(原曲カラオケ) みきとP feat. 置鮎龍太郎

620988 サリシノハラ(歌入り)(原曲カラオケ) みきとP feat. 置鮎龍太郎

620993 僕は初音ミクとキスをした(原曲カラオケ) みきとP feat. 坪井智浩

620994 僕は初音ミクとキスをした(歌入り)(原曲カラオケ) みきとP feat. 坪井智浩

620986 ポーカーフェイス(歌入り)(原曲カラオケ) ゆちゃP feat. 保志総一朗

620984 shiningray(原曲カラオケ) 164 feat. 緑川 光

620985 shiningray(歌入り)(原曲カラオケ) 164 feat. 緑川 光

620978 非公開日誌(原曲カラオケ) みきとP feat. 逢坂良太

620979 非公開日誌(歌入り)(原曲カラオケ) みきとP feat. 逢坂良太

620996 青(原曲カラオケ) 164 feat. KENN

620997 青(歌入り)(原曲カラオケ) 164 feat. KENN

620990 いーあるふぁんくらぶ(歌入り)(原曲カラオケ) みきとP feat. 置鮎竜太郎、坪井智浩

620998 チェックメイト(歌入り)(原曲カラオケ) ゆちゃP feat. 小野友樹、江口拓也

621015 Black Board(原曲カラオケ) 蝶々P feat. 蒼井翔太

621016 Black Board(歌入り)(原曲カラオケ) 蝶々P feat. 蒼井翔太

621017 リセット(原曲カラオケ) 164 feat. 堀川りょう

621018 リセット(歌入り)(原曲カラオケ) 164 feat. 堀川りょう

ACTORS5（2016年6月15日配信）

EXIT TUNES PRESENTS ACTORS4  

ACTORS - Songs Collection -  

ACTORS - Extra Edition 5 -feat.鷹翌、竜之介、鯆澄、一兎

ACTORS - Deluxe Duet Edition -

EXIT TUNES PRESENTS ACTORS3

EXIT TUNES PRESENTS ACTORS

EXIT TUNES PRESENTS ACTORS2

ACTORS - Extra Edition 1 -feat.三毛､甲斐､千熊

ACTORS - Extra Edition 2 -feat.颯馬、燎、水月

ACTORS - Extra Edition 3- feat.陽太、鷲帆、牧

ACTORS - Extra Edition 4 -feat.羚、駆、士狼


