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あ 愛唄 今日もどこかで 卒業写真 Ｆｉｒｓｔ　Ｌｏｖｅ

ＧＲｅｅｅｅＮ 小田和正 荒井由美 宇多田ヒカル

愛燦燦 キラキラ 空も飛べるはず プラネタリウム
美空ひばり 小田和正 スピッツ 大塚愛

会いたくて会い ギブミーラブ た ただ…逢いたくて ブルーバード
西野カナ EXEILE いきものがかり

愛でした クリスマスイブ 旅立ちの唄 ベストフレンド
関ジャニ∞ 山下達郎 Mr.Children ｋｉｒｏｒｏ

愛は勝つ クリスマスソング 抱きしめたい ヘビーローテーション
ＫＡＮ Mr.Children AKB48

I LOVE YOU くるみ チェリー
尾崎豊 Mr.Children スピッツ Kinki Kids

愛を込めて花束を 決意の朝に CHE.R.RY ま 負けないで
Ｓｕｐｅｒｆｌｙ ＡｑｕａＴｉｍｅz YUI ZARD

赤いスイートピー 元気をだして 地上の星
松田聖子 中島みゆき 菅田将暉

明日晴れるかな 恋 つなぐ 真夏の果実
桑田佳祐 星野 源 嵐 サザンオールスターズ

明日への扉 恋するフォーチュンクッキー TUNAMI 守ってあげたい
I WISH AKB48 サザンオールスターズ 松任谷由実

あなたに会えて 恋人がサンタクロース 翼をください 見上げてごらん夜の星を
小泉今日子 松任谷由実 赤い鳥 坂本九

秋桜 蕾 三日月
19 さだまさし・山口百恵 コブクロ 絢香

ありがとう 言葉にできない Ti Amo 見たこともない景色
いきものがかり オフコース・小田和正 EXEILE 菅田将暉

いい日旅立ち 粉雪 手紙 ～拝啓、十五の君へ 道
谷村新司 レミオロメン アンジェラ・アキ EXEILE

さ サイン 天体観測 未来予想図ＩＩ
ももいろクローバーZ Mr.Children BUMP OF CHICEN DREAMS COME TRUE

サウダージ 時の流れに身をまかせ 麦の唄
B'z ポルノグラフィティ テレサ・テン 中島みゆき

糸 さくら トゥモロー 迷宮ラブソング
中島みゆき ケツメイシ 岡本真夜 嵐

いとしのエリー 桜 TRUE LOVE メリッサ
サザンオールスターズ コブクロ 藤井フミヤ ポルノグラフィティ

イノセントワールド 桜坂 扉 モンスター
Mr.Children 福山雅治 GReeeeN 嵐

海の声 さくらんぼ 永遠にともに や やさしさに包まれたなら
大塚愛 コブクロ 荒井由美

Voyage サラバ、愛しき悲しみたちよ どんなときも。 ＹａＹａ～あの時代を忘れない～
浜崎あゆみ ももいろクローバーZ 槙原敬之 サザンオールスターズ

打上花火 ３６５日の紙飛行機 な なごり雪 雪の華
AKB48 イルカ 中島美嘉

栄光の架橋 幸せな結末 涙そうそう 夜空ノムコウ
ゆず 大滝詠一 夏川りみ SMAP

笑顔 栞のテーマ 夏色 ら らいおんハート
いきものがかり サザンオールスターズ ゆず SMAP

エール　～ＹＥＬＬ～ 時間よ止まれ 涙のキッス Ｌｏｖｅ　ｓｏ　ｓｗｅｅｔ
いきものがかり 矢沢永吉 サザンオールスターズ 嵐

Ｍ SEASONS 波乗りジョニー ＬＯＶＥ　ＬＯＶＥ　ＬＯＶＥ
浜崎あゆみ 桑田佳祐 DREAMS COME TRUE

Everybody Go 時代 名もなき詩 リアルフェイス
Kis-My-Ft2 中島みゆき Mr.Children KAT-TUN

エンドレスストーリー ジュピター は HOWEVER 流星
伊藤由奈 平原綾香 GLAY コブクロ

オーシャン 純恋歌 ハッピーエンド Ｒ．Ｙ．Ｕ．Ｓ．Ｅ．Ｉ
B'z 湘南乃風 Back number 三代目J Soul Brothers

ORION 少年時代 バタフライ Ｌｅｍｏｎ
中島美嘉 井上陽水 木村カエラ 米津玄師

か 風が吹いている ずっと二人で はつ恋 ロビンソン
いきものがかり GLAY 福山雅治 スピッツ

家族になろうよ ＳＴＯＲＹ 果てない空 浪漫飛行
福山雅治 AI 嵐 米米CLUB

川の流れのように 昴 花 わ ＯＮＥ　ＬＯＶＥ
美空ひばり 谷村新司 ORANGE RANGE 嵐

神田川 ＳＡＹ　ＹＥＳ 花は咲く
かぐや姫 チャゲ＆飛鳥 復興支援ソング

乾杯 青春アミーゴ HANABI
長淵剛 修二と彰 Mr.Children

キセキ 青春の影 ハナミズキ
GReeeeN 財津和夫・チューリップ 一青窃

君がいるだけで 世界に一つだけの花 ハピネス
米米CLUB SMAP 嵐

君が好き 背中越しのチャンス パプリカ
Mr.Children 亀と山P Ｆｏｏｒｉｎ

君って・・・ 戦場のメリークリスマス 遥か
西野カナ 坂本龍一 GReeeeN

千の風になって ひこうき雲
miwa 秋川雅史 荒井由美

君をさがしてた 千本桜 ひとり
CHEMISTRY ゴスペラーズ

CAN YOU CELEBRATE? 全力少年 ビリーブ
安室奈美恵 スキマスイッチ 嵐

行くぜっ！怪盗少女

J-POP・歌謡曲
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・オルゴール作り体験
・工房オーダーメイド おすすめ曲

J-POP・歌謡曲 J-POP・歌謡曲 J-POP・歌謡曲

back number

黒うさＰ feat.初音ミク

いつかのメリークリスマス

浦島太郎（桐谷健太）　BEGIN

プリンセスプリンセス

君に出会えたから

Hey!Sey!JUMP

僕の背中には羽根がある

まちがいさかし
竹内まりや・島谷ひとみ

DAOKO×米津玄師

あの紙ヒコーキくもり空わって



A N C P
あ 哀戦士 あ 赤い靴 あ アイネクライネナハトムジーク あ 愛のオルゴール

機動戦士ガンダム モーツァルト フランク・ミルズ

アンダーザシー 赤とんぼ 愛のあいさつ 愛の讃歌
リトルマーメイド エルガー マルグリット　モノー

アンパンマンのマーチ あざみの歌 愛の夢 愛は陽炎の様に
アンパンマン リスト シャーリーン

あの町この町 美しく青きドナウ
白雪姫 ヨハン・シュトラウスＩＩ

いつも何度でも うれしいひなまつり エリーゼのために I don't want to miss a thing
千と千尋の神隠し ベートーヴェン アルマゲドン（エアロ・スミス）

ウィニーザプー おぼろ月夜 乙女の祈り アンチェインドメロディ
くまのプーさん バダジェフスカ ライチャスブラザーズ

海の見える街 か こいのぼり か カノン イエスタデイ
魔女の宅急便 パッヘルベル ザ・ビートルズ

おしえて 荒城の月 きらきら星 イエスタデイワンスモア
アルプスの少女ハイジ フランス民謡 カーペンダーズ

か 崖の上のポニョ この道 グノー・バッハのアベマリア エーデルワイス
崖の上のポニョ バッハ

風の谷のナウシカ さ さくらさくら グリーンスリーブス おじいさんの古時計
風の谷のナウシカ Ｈ．Ｃ．ワーク

風の通り道 里の秋 くるみ割り人形 オリーブの首飾り
となりのトトロ チャイコフスキー クロード・モルガン

カントリーロード しゃぼん玉 さ Ｇ線上のアリア か 彼こそが海賊
バッハ

君はともだち 証城寺の狸囃子 ジムノペティＮｏ．１ 禁じられた遊び
トイストーリー エリック・サティ 愛のロマンス

君をのせて 早春賦 ジュ・トゥ・ヴ 月光のセレナーデ
天空の城ラピュタ エリック・サティ Ｇ．ミラー

さ た たなばたさま シューベルトのアベマリア 恋は水色
シューベルト アンドレ・ポップ

さよならの夏 ちいさい秋みつけた シューベルトのセレナーデ この素晴らしき世界
コクリコ坂から シューベルト Ｌ．アームストロング

残酷な天使のテーゼ 月の沙漠 主よ、人の望みの喜びよ さ 好きにならずにいられない
バッハ エルヴィス・プレスリー

さんぽ 鉄道唱歌 た ダニューブ（ドナウ川のさざ波） スターウォーズメインテーマ
となりのトトロ イヴァノヴィッチ スターウォーズ

てるてるぼうず 月の光 スタンドバイミー
ハウルの動く城 ドビュッシー ベン・Ｅ・キング

スモールワールド どんぐりころころ トルコ行進曲 た タイタニックのテーマ
モーツァルト セリーヌ・ディオン

世界の約束 な 夏の思い出 トロイメライ テネシーワルツ
ハウルの動く城 シューマン ビー・ウィー・キング

た テルーの唄 七つの子 な ノクターンＮｏ．２ トップオブザワールド
ゲド戦記 ショパン カーペンダーズ

となりのトトロ は 花 は 白鳥の湖 な 虹の彼方に
となりのトトロ 滝廉太郎 チャイコフスキー オズの魔法使い

翔べ！ガンダム 花嫁人形 花のワルツ は ハッピーバースデイ
チャイコフスキー

ドラゴンボール 波浮の港 埴生の宿 ハリーポッタープロローグ
ビショップ ハリーポッター

な ナウシカレクイエム 波千鳥 パガニーニの主題による狂詩曲 フライミートゥーザムーン
風の谷のナウシカ パガニーニ バート・ハワード

は パートオブユアワールド 浜辺の歌 ブラームスの子守唄 ヘイ　ジュード
リトルマーメイド ブラームス ザ・ビートルズ

美女と野獣 琵琶湖周航の歌 蛍の光 ま マイウェイ
美女と野獣 フランク・シナトラ

星に願いを ふるさと ボレロ ムーンリバー
ピノキオ ラヴェル ティファニーで朝食を

ホールニューワールド 星めぐりの歌 ま モーツァルトの子守唄 メモリー
アラジン 宮沢賢治 モーツァルト キャッツ

ミッキーマウスクラブマーチ ま みかんの花咲く丘 モーツァルトのメヌエット や 野生のエルザ
モーツァルト ボーンフリー

ムーンライト伝説 もみじ メンデルスゾーンの結婚行進曲 ユアソング
メンデルスゾーン エルトン・ジョン

名探偵コナン メインテーマ や 椰子の実 モルダウの流れ ら ライムライト
スメタナ Ｃ．チャップリン

めざせポケモンマスター 夕やけこやけ や ユーモレスク ラヴァースコンチェルト
ポケットモンスター ドヴォルザーク ベツォールト

もののけ姫 ゆりかごの唄 ら ロンドンデリー（ダニーボーイ） ララのテーマ
もののけ姫 ドクトル　ジバゴ

や 夢をかなえてドラえもん 宵待草 わ 別れの曲 レットイットビー
ドラえもん ショパン ザ・ビートルズ

ら Ｌｅｔ　Ｉｔ　Ｇｏ
アナと雪の女王

赤鼻のトナカイ 聖夜（きよしこの夜） いつくしみ深き 海ゆかば
星の世界

ｳｨｰｳｨｯｼｭﾕｱﾒﾘｰｸﾘｽﾏｽ ホワイトクリスマス 栄冠は君に輝く 同期の桜
高校野球大会の歌

サンタが街にやってくる 牧人ひつじを 御柱小唄 六甲おろし
御柱祭

ジングルベル もみの木 信濃の国
長野県歌

スペシャルセレクション

ルドルフ

Ｘ Ｘ’ｍａｓ　クリスマスソング Ｘ ＳＸ’ｍａｓ　クリスマスソング Ｓ

紅の豚

新世紀エヴァンゲリオン

人生のメリーゴーランド

美少女戦士セーラームーン

名探偵コナン

スペシャルセレクション
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アニメ・ディズニー 日本の調べ クラシック・トラディショナル ポップス・洋楽

・オルゴール作り体験
・工房オーダーメイド おすすめ曲

アメイジンググレイスB

さくらんぼの実る頃

摩訶不思議アドベンチャー

いつか王子様が

耳をすませば パイレーツオブカリビアン

サウンドオブミュージック

機動戦士ガンダム


