
過去実績 

-テレビシリーズ・元請- 

タイトル名 作業年月 備考 

バケツでごはん 1996年  

きこちゃんすまいる 1996年-1997 年  

学級王ヤマザキ 997年-1998 年  

突撃!パッパラ隊 1998年-1999 年  

WEIß KREUZ  1998年  

セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マ

サルさん  

1998年  

SURF SIDE HIGH-SCHOOL 1999年  

ゴーゴー五つ子ら・ん・ど 2001年-2002 年  

魔王ダンテ 2002年  

魔獣戦線 THE APOCALYPSE 2003年  

シンデレラボーイ 2003年  

だめっこどうぶつ 2005年  

プレイボール  2005年  

パタリロ西遊記!  2006年  

プレイボール 2ND 2006年  

COBRA THE ANIMATION  2010年  

 

 

-テレビシリーズ・協力- 

タイトル名 作業年月 制作元請 

ガラスの仮面（第 1 作） 1984年 制作元請：エイケン 

忍者戦士飛影  1985年-1986 年 制作元請：ぴえろ、OP・ED 

ワンダービート S 1986年 制作元請：虫プロダクション 

めぞん一刻  1986年-1988 年 制作元請：スタジオディーン 

シティーハンター 1987年-1988 年 制作元請：サンライズ 

雪渡り 1993年  

天地無用! 1995年 制作元請：AIC 

名探偵コナン  1996年- 制作元請：トムス・エンタテインメント 



バトルアスリーテス 大運動会  1997年-1998 年 制作元請：AIC 

BURN-UP EXCESS 1997年-1998 年 制作元請：AIC 

ONE PIECE 1999年 制作元請：東映アニメーション 

陽だまりの樹 2000年 制作元請：マッドハウス 

NARUTO -ナルト 2002年-2007 年 制作元請：ぴえろ 

NARUTO -ナルト- 疾風伝  2007年 制作元請：ぴえろ 

藍より青し  2002年 制作元請：J.C.STAFF 

まぶらほ 2003年-2004 年 制作元請：J.C.STAFF 

忘却の旋律  2004年 制作元請：J.C.STAFF 

愛してるぜベイベ★★  2004年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

マシュマロ通信 2004年-2005 年 制作元請：スタジオコメット 

BLEACH  2004年- 制作元請：ぴえろ 

スクールランブル 2004年-2005 年 制作元請：スタジオコメット 

スクールランブル 二学期 2006年 制作元請：スタジオコメット 

絶対少年 2005年 制作元請：亜細亜堂、発注元：銀画屋 

ゾイドジェネシス 2005年 制作元請：小学館ミュージック&デジタルエ

ンタテイメント  

SHUFFLE! 2005年 制作元請：アスリード 

SHUFFLE! MEMORIES 2007年 制作元請：アスリード 

CAPETA  2005年-2006 年 制作元請：スタジオコメット 

エンジェル・ハート  2006年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

桜蘭高校ホスト部 2006年 制作元請：ボンズ 

きらりん☆レボリューション 2006年- 制作元請：シナジージャパン 

銀色のオリンシス 2006年 制作元請：東映アニメーション 

エア・ギア 2006年 制作元請：東映アニメーション 

おねがいマイメロディ 2006年-2007 年 制作元請：スタジオコメット 

天保異聞 妖奇士 2006年-2007 年 制作元請：BONES 

ぷるるんっ!しずくちゃん 2006年-2007 制作元請：トムス・エンタテインメント 

ぷるるんっ!しずくちゃん あはっ☆ 2007年-2008 年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

家庭教師ヒットマン REBORN! 2006年-2011 年 制作元請：アートランド 

レ・ミゼラブル 少女コゼット  2007年 制作元請：日本アニメーション 

SAINT OCTOBER  2007年 制作元請：スタジオコメット 

おおきく振りかぶって 2007年 制作元請：A-1 Pictures 

ラブ★コン  2007年 制作元請：東映アニメーション 

ケンコー全裸系水泳部 ウミショー  2007年 制作元請：アートランド 

もっけ 2007年 制作元請：マッドハウス/手塚プロダクショ

ン 

ご愁傷さま二ノ宮くん  2007年 制作元請：AICスピリッツ 



もえがく★5  2008年 制作元請：AICスピリッツ 

まめうしくん 2008年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

テレパシー少女 蘭  2008年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

ライブオン CARDLIVER 翔 2008年-2010 年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

源氏物語千年紀 GENJI  2009年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

まりあ†ほりっく 2009年 制作元請：シャフト 

東のエデン  2009年 制作元請：Production I.G 

毎日かあさん  2009年 制作元請：ぎゃろっぷ 

ミラクル☆トレイン〜大江戸線へようこそ

〜  

2009年 制作元請：ゆめ太カンパニー 

ささめきこと 2009年 制作元請：AIC 

ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド 2010年 制作元請：シャフト 

迷い猫オーバーラン!  2010年 制作元請：AIC 

いちばんうしろの大魔王 2010年 制作元請：アートランド 

ダンボール戦機  2011年 制作元請：オー・エル・エム 

うたの☆プリンスさまっ♪ マジ

LOVE1000%  

2011年 制作元請：A-1 Pictures 

ブレイド 2011年 制作元請：マッドハウス 

ちはやふる 2011年-2012年 制作元請：マッドハウス 

ダンボール戦機 W 2012年 制作元請：オー・エル・エム 

NARUTO -ナルト- SD ロック・リー

の青春フルパワー忍伝  

2012年 制作元請：ぴえろ 

モーレツ宇宙海賊 2012年 制作元請：サテライト 

超訳百人一首 うた恋い。 2012年 制作元請：TYOアニメーションズ 

BTOOOM!  2012年 制作元請：マッドハウス 

銀河へキックオフ 2012年‐ 制作元請：TYOアニメーションズ 

ジョジョの奇妙な冒険 2012年‐ 制作元請：david production 

CØDE:BREAKER 2012年 制作元請：KINEMA CITRUS 

ダンボール戦機 W 2012年 制作元請：オー・エル・エム 

ちはやふる 2013年 制作元請：マッドハウス 

NARUTO -ナルト- SD ロック・リー

の青春フルパワー忍伝 

2013年 制作元請：ぴえろ 

忍たま乱太郎第 20 期 2013年 制作元請：亜細亜堂 

ジャイロゼッター 2013年 制作元請：A-1ピクチャーズ 

閃乱カグラ 2013年 制作元請：アートランド 

ヴァンガード 2013年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

ビーストサーガー 2013年 制作元請：シナジーSP 

フォトカノ 2013年 制作元請：マッドハウス 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BE%E3%82%81%E3%81%86%E3%81%97%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA


銀の匙 2013年 制作元請：A-1ピクチャーズ 

ノーゲームノーライフ 2013年 制作元請：マッドハウス 

ダイヤの A 2013年 制作元請：マッドハウス 

キングダム 2013年 制作元請：ぴえろ 

凪のあすから 2013年 制作元請：ピーエーワークス 

俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全

力で邪魔している 

2013年 制作元請：ディオメディア 

有頂天家族 2013年 制作元請：ピーエーワークス 

神のみぞ知るセカイ 2013年 制作元請：マングローブ 

魔法戦争 2013年 制作元請：マッドハウス 

妖怪ウォッチ 2013年 制作元請：オー・エル・エム 

ベイビーステップ 2013年 制作元請：ぴえろ 

ガリレイドンナ 2013年 制作元請：A-1ピクチャーズ 

悪魔のリドル 2013年 制作元請：ディオメディア 

ログホライズン 2013年 制作元請：サテライト 

ダイヤの A 2014年 制作元請：マッドハウス 

妖怪ウォッチ  2014年 制作元請：オー・エル・エム 

カードファイト‼ヴァンガード 2014年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

銀の匙 SILVERSPOON2 期 2014年 制作元請：A-1ピクチャーズ 

マジンボーン  2014年 制作元請：東映アニメーション 

天体のメソッド 2014年 制作元請：A-1ピクチャーズ 

ハナヤマタ 2014年 制作元請：マッドハウス 

ハイキュー 2014年 制作元請：プロダクション IG 

グラスリップ 2014年 制作元請：ピーエーワークス 

純潔のマリア 2014年 制作元請：プロダクション IG 

SHIROBAKO 2014年 制作元請：ピーエーワークス 

昭和元禄落語心中 2014年 制作元請：スタジオディーン 

デスパレード 2014年 制作元請：マッドハウス 

ルパン三世 2015 2014年 制作元請：テレコムアニメーション 

聖剣使いの禁呪詠唱 2014年 制作元請：ディオメディア 

戦国無双 2014年 制作元請：手塚プロダクション 

シャーロット  2014年 制作元請：ピーエーワークス 

うたの★プリンスさまっ♪ 2015年 制作元請：A-1ピクチャーズ 

ベイビーステップ 2015年 制作元請：ぴえろ 

純情ロマンチカ 2015年 制作元請：スタジオディーン 

へタリア THEWORLDTWINKLE 2015年 制作元請：スタジオディーン 

ハイスクール D×D BORN 2015年 制作元請：ティーエヌケー 

スティッチパーフェクトメモリー 2015年 制作元請：シンエイ動画 



ガッチャマンクラウズインサイト 2015年 制作元請：タツノコプロダクション 

DIMENSIONW 2015年 制作元請：３HZ 

プリンスオブストライド オルタナティブ 2015年 制作元請：マッドハウス 

妖怪ウォッチ 2015年 制作元請：オー・エル・エム 

かみさまみならい ヒミツのここたま 2015年 制作元請：オー・エル・エム 

くまみこ 2015年 制作元請：EMTスクエアード 

ヤングブラックジャック 2015年 制作元請：手塚プロダクション 

坂本ですが？  2015年 制作元請：スタジオディーン 

クロムクロ 2015年 制作元請：ピーエーワークス 

不機嫌なモノノケ庵 2015年 制作元請：ぴえろプラス 

妖怪ウォッチ 2016年 制作元請：オー・エル・エム 

かみさまみならい ヒミツのここたま 2016年 制作元請：オー・エル・エム 

ダイヤの A 2016年 制作元請：マッドハウス 

プリンス・オブ・ストライド 2016年 制作元請：マッドハウス 

バディファイト 2016年 制作元請：XEBEC 

ディメンション 2016年 制作元請：３HZ 

ハルチカ 2016年 制作元請：ピーエーワークス 

クロムクロ 2016年 制作元請：ピーエーワークス 

くまみこ 2016年 制作元請：キネマシトラス/EMTスクエアード 

ヴァンガード 2016年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

ばくおん！！  2016年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

弱虫ペダル 2016年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

坂本ですが？ 2016年 制作元請：スタジオディーン 

怪盗ジョーカー 2016年 制作元請：シンエイ動画 

ツキウタ 2016年 制作元請：ぴえろプラス 

三者三葉 2016年 制作元請：動画工房 

境界のリンネ 2016年 制作元請：ブレインズ・ベース 

暗殺教室２ 2016年 制作元請：スタジオ雲雀 

美男高校地球防衛 2016年 制作元請：スタジオコメット 

双星の陰陽師 2016年 制作元請：ぴえろ 

タイムボカン２４ 2016年 制作元請：タツノコプロダクション 

雨色ココア第３期 2016年 制作元請：EMTスクエアード 

アルデラミン 2016年 制作元請：マッドハウス 

うたの☆プリンスさまっ♪ 2016年 制作元請：A1ピクチャーズ 

クラシカロイド  2016年 制作元請：サンライズ 

ALLOUT 2016年 制作元請：マッドハウス 

恋愛暴君 2016年 制作元請：EMTスクエアード 

トリックスター 2016年 制作元請：トムス・エンタテインメント 



剣王朝第１期 2016年 制作元請：EMTスクエアード 

双星の陰陽師 2017年 制作元請：ぴえろ 

妖怪ウォッチ 2017年 制作元請：オー・エル・エム 

かみさまみならい ヒミツのここたま 2017年 制作元請：オー・エル・エム 

パズドラクロス 2017年 制作元請：ぴえろ 

バディファイト 2017年 制作元請：XEBEC 

トリックスター 2017年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

恋愛暴君 2017年 制作元請：EMTスクエアード 

コンビニカレシ 2017年 制作元請：ぴえろプラス 

クラシカロイド 2017年 制作元請：バンダイナムコピクチャーズ 

異世界はスマートフォンとともに 2017年 制作元請：プロダクション REED 

ドライブヘッド 2017年 制作元請：XEBEC 

ブラッククローバー 2017年 制作元請：ぴえろ 

URAHARA 2017年 制作元請：EMTスクエアード 

カードキャプターさくら 2017年 制作元請：マッドハウス 

あめこん！！(雨色ココア 4 期) 2017年 制作元請：EMTスクエアード 

おそ松さん 2017年 制作元請：ぴえろ 

若おかみは小学生 2017年 制作元請：マッドハウス 

剣王朝第 2期 2017年 制作元請：EMTスクエアード 

ゲゲゲの鬼太郎 2018年 制作元請：東映アニメーション 

CALIGULA -カリギュラ- 2018年 制作元請：サテライト 

LOSTORAGE INCITED WIXOSS 2018年 制作元請：J.C.STAFF 

百錬の覇王と聖約の戦乙女 2018年 制作元請：EMTスクエアード 

深夜！天才バカボン 2018年 制作元請：ぴえろプラス 

鬼灯の冷徹 2018年 制作元請：スタジオディーン 

メガロボクス 2018年 制作元請：トムス・エンタテインメント 

新幹線変形ロボット シンカリオン 2018年 制作元請：亜細亜堂 

ブラッククローバー 2018年 制作元請：ぴえろ 

サンリオ男子 2018年 制作元請：ぴえろプラス 

クラシカロイド第 2シリーズ 2018年 制作元請：バンダイナムコピクチャーズ 

妖怪ウォッチ シャドウサイド 2018年 制作元請：オー・エル・エム 

甘い懲罰 2018年 制作元請：ピカンテサーカス 

はるかなレシーブ 2018年 制作元請：C2C 

フェアリーテイルファイナル 2018年 制作元請：A1ピクチャーズ/ブリッジ 

グラゼニ 2018年 制作元請：スタジオディーン 

夢王国と眠れる 100人の王子様 2018年 制作元請；project No.9 

あかねさす少女 2018年 制作元請：ダンデライオン/オクルトノボル 

メルクストーリア 2018年 制作元請：エンカレッジフィルムズ 



-ビデオ作品- 

タイトル名 作業年月 備考 

華星夜曲 1988年  

海の闇、月の影 1989年 制作元請：ビジュアル 80 

CAROL 1990年  

鬼丸 ONIMARU 1990年  

銀河英雄伝説 1991年-2000 年 制作元請：キティ・フィルム 

藤子・F・不二雄の SF 

ポストの中の明日 

1990年  

藤子・F・不二雄の SF 

ニューイヤー星調査行 

1990年  

藤子・F・不二雄の SF 

みどりの守り神  

1991年  

藤子・F・不二雄の SF 

絶滅の島  

1991年  

魔法使い TAI! 1996年 制作元請：トライアングルスタッフ 

新釈 戦国英雄伝説 眞田十勇士 2005年- 制作元請：ティー・ピー・オー 

COBRA THE ANIMATION 

ザ・サイコガン 

2008年-2009 年  

COBRA THE ANIMATION 

タイム・ドライブ 

2009年  

異世界の聖機師物語 2009年 制作元請：AICスピリッツ 

 

 

-GAMEMOVIE- 

タイトル名 作業年月 備考 

スーパーロボット大戦 2016年  

閃乱カグラ EV オープニング 2016年  

閃乱カグラ NL オープニング 2017年  

エターナルダンジョン 2018年  

 

 

 



-劇場作品- 

タイトル名 作業年月 備考 

11 人いる!  1986年  

扉を開けて 1986年  

うる星やつら 完結篇 1988年  

せんぼんまつばら 川と生きる少年たち 1992年 虫プロダクションと共同制作 

ハッピーバースデー 命かがやく瞬間  1999年  

夢かける高原 清里の父 ポール・ラッシ

ュ  

2000年  

いのちの地球ダイオキシンの夏 2001年  

アテルイ 2002年  

もも子、かえるの歌がきこえるよ。 2003年  

ハードル  2004年  

ガラスのうさぎ  2005年  

 

-その他 - 

タイトル名 作業年月 備考 

NEXCO 東日本 外環開通スペシャルムー

ビーGAIKAN CHIBA 

2018年 制作元請：ROBOT／ダンデライオン 

 

 


