
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度は、「Royalty free Japanese anime/game songs COMPLETE PACK starter」をダウンロードして頂き、

誠にありがとうございます。当製品はインスト・ボーカル素材全 128曲を収録した音楽素材集で、ゲーム・アニメ・ドラマな

どの様々なコンテンツに携わるクリエイター向けの製品です。各楽曲の利用規約に同意の上、ご利用ください。 

当楽曲があなたのクリエイティブな活動のお役に立ちましたら幸いです。 
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製品仕様 
  

 

当製品は Starter, Light, Standard, Creator, Pro, Ultimate の 6 つのエディションが存在し、本製品は Starter

です。各エディションの製品仕様は以下の通りです。 

 

 Starter Light Standard Creator Pro Ultimate 

収録 

フォーマット 
mp3, ogg mp3, ogg mp3, ogg mp3, ogg wav, mp3, ogg wav, mp3, ogg 

音質 ※1 128Kbps 320Kbps ※1 128Kbps, 320Kbps 

44.1KHz, 16bit 

320Kbps, 

500kbps 

48KHz, 24bit 

320Kbps, 

500kbps 

長さ ※2 ショートのみ ※2 ショートのみ ショート + フル ショート + フル ショート + フル ショート + フル 

カラオケ音源 × × ○ ○ ○ ○ 

※1 フリー素材として配信されている一部の楽曲は 192Kbps にて収録しています 

※2 ボーカル素材のワンコーラスのみの仕様の楽曲、およびインスト素材はフル版を収録しています 

 

 

 

 

ディレクトリ構成 
  

 

ディレクトリ構成は以下の通りです。mp3, oggの 2種類の形式で収録しております。お使いの開発環境に合わせてご

利用ください。 

 

./complete-starter 

├─mp3    - mp3形式 

│  ├─instrumentals   - インスト曲 

│  │  ├─arranged    - ボーカル曲のアレンジインスト版 

│  │  ├─NES     - ファミコン音源インスト 

│  │  └─original    - オリジナルインスト 

│  └─songs    - ボーカル曲 

│ 

└─ogg    - ogg形式 

    ├─instrumentals   - インスト曲 

    │  ├─arranged    - ボーカル曲のアレンジインスト版 

    │  ├─NES     - ファミコン音源インスト 

    │  └─original    - オリジナルインスト 

    └─songs    - ボーカル曲 
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楽曲詳細一覧 
  

 

各楽曲のファイル名, 歌手, 作詞者, 作曲者, その他演奏者情報は以下の通りです。 

 

ボーカル曲 

ファイル名 曲名 歌手 作詞者 作曲者 演奏者 

1234-demo 1・2 の 3・4 demo vocal edition 
???? 

(VOCALOID) 
阪神 総一 阪神 総一 - 

beelzebub 失墜ベルゼブブ kikyow kikyow 阪神 総一 ギター:Kanata Labo 

blackworld BLACK WORLD 彩霞 彩霞 阪神 総一 - 

blackworld2 BLACK WORLD -2nd Mix - 彩霞 彩霞 阪神 総一 - 

blaze Blaze Up kikyow kikyow 阪神 総一 - 

brave brave heart ～明日へ続け、空に向かえ～ 
阪神 総一 

春日イオ 
あづまなみ 阪神 総一 - 

brave-2nd brave heart ～明日へ続け、空に向かえ～ -2nd Mix-  
阪神 総一 

春日イオ 
あづまなみ 阪神 総一 - 

cuddle-love 愛を抱えて らっしゅ 憂月 光 阪神 総一 - 

daitan DAI☆TAN センセーション 

ななひら 

Mii 

藍月なくる 

阪神 総一 阪神 総一 ギター:小野瀬 旭 

daitan-en DAI*TAN SENSATION 

うぐ 

ASKN 

双葉ゆりあ 

阪神 総一 阪神 総一 翻訳：TAK 

daitan-en-askn DAI*TAN SENSATION (ASKN solo) ASKN 阪神 総一 阪神 総一 翻訳：TAK 

daitan-en-demo 
DAI*TAN SENSATION 

demo vocal edition 

???? 

(VOCALOID) 
阪神 総一 阪神 総一 翻訳：TAK 

daitan-en-ugu DAI*TAN SENSATION (うぐ solo) うぐ 阪神 総一 阪神 総一 翻訳：TAK 

daitan-en-yuri DAI*TAN SENSATION(双葉ゆりあ solo)  双葉ゆりあ 阪神 総一 阪神 総一 翻訳：TAK 

daybreak 暁の眠り 春日イオ 春日イオ 阪神 総一 - 

daydream 怨恨白昼夢 天乙准花 阪神 総一 阪神 総一 - 

decarabia 臆病デカラビア kikyow kikyow 阪神 総一 ギター:Kanata Labo 

deep-forest In the deep forest 神藤シンヤ 黒川水城 阪神 総一 翻訳：神童シンヤ 

deep-water 水底に沈む光 霞月 葵 夏野奈津 阪神 総一 - 

desire ディザイア 仲村芽衣子 仲村芽衣子 阪神 総一 - 

destruction 崩壊の果てノ戦意 Marria’ takigyousou 阪神 総一 ギター：小野瀬 旭 

destruction-demo 崩壊の果てノ戦意 feat. GUMI 
GUMI 

(VOCALOID) 
takigyousou 阪神 総一 ギター：小野瀬 旭 

eagle-io Eagle Ver.IO 
春日イオ 

ふうかまりを 
阪神 総一 阪神 総一 - 

eagle-m Eagle Ver.M 
ふうかまりを 

春日イオ 
阪神 総一 阪神 総一 - 

escape 星空逃避行 夏目うみ 阪神 総一 阪神 総一 - 
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ファイル名 曲名 歌手 作詞者 作曲者 演奏者 

escape-demo 星空逃避行 demo vocal edition 
???? 

(VOCALOID) 
阪神 総一 阪神 総一 - 

eternal 永遠と唄 
春日イオ 

wato 
あづまなみ 阪神 総一 - 

euphoria-demo 
Euphoria ～幸福の檻～ 

demo vocal edition 

- 

(VOCALOID) 
阪神 総一 阪神 総一 - 

fairyland The fairyland Meno Meno 阪神 総一 - 

farewell farewell song kikyow kikyow 阪神 総一 - 

fateful-demo 絶賛☆運命中 demo vocal edition 

???? 

GUMI 

(VOCALOID) 

月乃 きんぎょ 阪神 総一 - 

fighter Fighter くゆり 優月 阪神 総一 ギター：小野瀬 旭 

game Game B’nemo B’nemo 阪神 総一 - 

girl がーる・あんびしゃす☆ 宮簀月菜 黒川水城 阪神 総一 - 

greed Veridical Greed パナップォ tac-t!s 阪神 総一 
ギター：kyo 

ギター：sawacy 

hades Hades kikyow kikyow 阪神 総一 - 

hanayume 花夢の街 Meno Meno 阪神 総一 - 

hero-demo 
蝶と薔薇の罪と罰 

feat. GUMI x さとうささら 

GUMI 

(VOCALOID) 

さとうささら 

(CeVIO) 

阪神 総一 阪神 総一 - 

icon ICON –螺旋精製、功労功績その贖罪- さく 大倉かりい 阪神 総一 ギター：のいじろう 

ill-starred 薄幸の拾い者にぬくもりを 三宮より子 takigyousou 阪神 総一 - 

kirakira キラキラ お願い 蒼水月 愁 おいらせ龍 阪神 総一 - 

kismet sweet hurt kismet ミヤビミカド しろめさ 阪神 総一 ギター：小野瀬 旭 

liar-demo 嘘つき白百合 demo vocal edition 

さとうささら 

(CeVIO) 

???? 

GUMI 

阪神 総一 阪神 総一 - 

loneliness-demo ヒトリノモリ demo vocal edition 
???? 

(VOCALOID) 
阪神 総一 阪神 総一 - 

maou-demo 
鬼畜魔王と童貞勇者 

feat. 神威がくぽ x GUMI 

神威がくぽ 

GUMI 

(VOCALOID) 

阪神 総一 阪神 総一 - 

melferter L’arfes melferter がお 阪神 総一 阪神 総一 翻訳：Fafs falira sashimi 

memory Memory 遠井 優 阪神 総一 阪神 総一 - 

memory-shadow 思い出は影 kikyow take 阪神 総一 - 

minstrel a wandering minstrel ふうかまりを ふうかまりを 阪神 総一 - 

moratorium 青のモラトリアム 阪神 総一 阪神 総一 阪神 総一 - 

mystation MY station 瑞乃華南 瑞乃華南 阪神 総一 - 
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ファイル名 曲名 歌手 作詞者 作曲者 演奏者 

oath 常闇の契約 ケガレタショウジョ ミヤビミカド 幾山アカリ 阪神 総一 ギター：小野瀬 旭 

oath-demo 
常闇の契約 ケガレタショウジョ 

feat. GUMI 

GUMI 

(VOCALOID) 
幾山アカリ 阪神 総一 ギター：小野瀬 旭 

overflow Overflow kikyow kikyow 阪神 総一 Bass: takumi 

pain サマヨウイタミ ハトリアヤ 阪神 総一 阪神 総一 - 

phantom-thief 怪盗 X と純情探偵 香月ゆか 四君士 月 阪神 総一 - 

pride プライド 春日イオ 阪神 総一 阪神 総一 - 

rainbow 虹色の未来へ 紅梔子 夏野奈津 阪神 総一 - 

rainy-day Rainy day ミヤビミカド 阪神 総一 阪神 総一 - 

refrain 傍白のリフレーン ミヤビミカド 徳一詠子 阪神 総一 - 

refrain-demo 傍白のリフレーン demo vocal edition 
???? 

(VOCALOID) 
徳一詠子 阪神 総一 - 

regret KICK THE REGRET B’nemo B’nemo 阪神 総一 - 

resistance 干渉レジスタンス kikyow 阪神 総一 阪神 総一 - 

reunion 再会の約束 くゆり しろめさ 
阪神 総一 

もきね 
- 

romance たいあたり★ロマンス 大橋歩夕 幾山アカリ 阪神 総一 
ギター：小野瀬 旭 

ギター：宮路一昭 

romance-demo たいあたり★ロマンス feat. GUMI 
GUMI 

(VOCALOID) 
幾山アカリ 阪神 総一 ギター：小野瀬 旭 

snow-roads-demo 
Snow Roads –それぞれの旅路- 

demo vocal edition 

???? 

(VOCALOID) 
takigyousou 阪神 総一 - 

star-song ほし☆うた 日向ももこ 櫛枝冬乃 阪神 総一 - 

sultry-night 熱帯夜 歌意 憂月 光 阪神 総一 - 

sunflower 向日葵のエチュード 川名唯 kikyow 阪神 総一 - 

taboo 禁忌 彩霞 彩霞 阪神 総一 - 

taboo2 禁忌 -2nd Mix- 彩霞 彩霞 阪神 総一 - 

there There is not your will there パナップォ tac-t!s 阪神 総一 ギター：Kanata Labo 

time-limit 刻限 ～Time Limit～ 蒼 kira 阪神 総一 - 

true true ming-zi 櫛枝冬乃 阪神 総一 - 

tydiesto Gasluifesen*Tydiesto 

蠍媛 

ひだね 

柚姫赤璃 

阪神 総一 阪神 総一 翻訳：Fafs falira sashimi 

tydiesto-akari Gasluifesen*Tydiesto (柚姫赤璃 solo)  柚姫赤璃 阪神 総一 阪神 総一 翻訳：Fafs falira sashimi 

tydiesto-hidane Gasluifesen*Tydiesto (ひだね solo) ひだね 阪神 総一 阪神 総一 翻訳：Fafs falira sashimi 

tydiesto-sasorihime Gasluifesen*Tydiesto (蠍媛 solo) 蠍媛 阪神 総一 阪神 総一 翻訳：Fafs falira sashimi 

white-world White world Meno Meno 阪神 総一 - 

wind かぜのしらせ 仲村芽衣子 仲村芽衣子 阪神 総一 - 
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ファイル名 曲名 歌手 作詞者 作曲者 演奏者 

wish White Wish ふうかまりを ふうかまりを 阪神 総一 - 

yeqma Wiasta Yeqma 

宮木南美 

ミヤビミカド 

夏目うみ 

阪神 総一 阪神 総一 翻訳：KPHT=YY 

yeqma-mikado Wiasta Yeqma (ミヤビミカド solo) ミヤビミカド 阪神 総一 阪神 総一 翻訳：KPHT=YY 

yeqma-nami Wiasta Yeqma (宮木南美 solo) 宮木南美 阪神 総一 阪神 総一 翻訳：KPHT=YY 

yeqma-umi Wiasta Yeqma (夏目うみ solo) 夏目うみ 阪神 総一 阪神 総一 翻訳：KPHT=YY 

yoru ヨルヲカケル ming-zi 徳一詠子 阪神 総一 - 

you-i 俺とオマエと 阪神 総一 阪神 総一 阪神 総一 - 

yutori-adv ゆとりアドベンチャー 
B’nemo 

春日イオ 
阪神 総一 阪神 総一 - 

 

インスト曲（アレンジ） 

ファイル名 曲名 作曲者 原曲 

1234-piano 1・2 の 3・4 – Piano inst ver. 阪神 総一 1・2 の 3・4 

1234-piano-ballad 1・2 の 3・4 – Piano ballad inst ver. 阪神 総一 1・2 の 3・4 

1234-strings 1・2 の 3・4 – Strings inst ver. 阪神 総一 1・2 の 3・4 

good-life ゆとりあるせいかつ 阪神 総一 1・2 の 3・4 

minstrel-harp a wandering minstrel – Hap inst ver. 阪神 総一 a wandering minstrel 

minstrel-music-box a wandering minstrel – オルゴール inst ver. 阪神 総一 a wandering minstrel 

name ◆名前を入れてください 阪神 総一 1・2 の 3・4 

oath-harp 常闇の契約 ケガレタショウジョ – Harp inst ver. 阪神 総一 常闇の契約 ケガレタショウジョ 

oath-harp-extra 常闇の契約 ケガレタショウジョ – Harp inst ver.[Extra] 阪神 総一 常闇の契約 ケガレタショウジョ 

pain-piano サマヨウイタミ – Piano inst ver. 阪神 総一 サマヨウイタミ 

rainy-day-music-box Rainy day – オルゴール inst ver. 阪神 総一 Rainy day 

tail くろねこのしっぽ 阪神 総一 薄幸の拾い者にぬくもりを 

undercover undercover missions 阪神 総一 sweet hurt kismet 

インスト曲（ファミコン音源） 

ファイル名 曲名 作曲者 原曲 

1234-nes 1・2 の 3・4 – Famicon inst ver. 阪神 総一 1・2 の 3・4 

daitan-nes DAI☆TAN センセーション – Famicon inst ver. 阪神 総一 DAI☆TAN センセーション 

destruction-nes 崩壊の果てノ戦意 – Famicon inst ver. 阪神 総一 崩壊の果てノ戦意 

dreaming-color-nes DREAMING COLOR – Famicon inst ver. 阪神 総一 DREAMING COLOR 

fighter-nes Fighter – Famicon inst ver. 阪神 総一 Fighter 

ill-starred-nes 薄幸の拾い者にぬくもりを – Famicon inst ver. 阪神 総一 薄幸の拾い者にぬくもりを 
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インスト曲（ファミコン音源） 

ファイル名 曲名 作曲者 原曲 

kismet-nes sweet hurt kismet – Famicon inst ver. 阪神 総一 sweet hurt kismet 

oath-nes 常闇の契約 ケガレタショウジョ – Famicon inst ver. 阪神 総一 常闇の契約 ケガレタショウジョ 

pride-nes プライド – Famicon inst ver. 阪神 総一 プライド 

rainy-day-nes Rainy day – Famicon inst ver. 阪神 総一 Rainy day 

reunion-nes 再会の約束 – Famicon inst ver. 阪神 総一 再会の約束 

romance-nes たいあたり★ロマンス – Famicon inst ver. 阪神 総一 たいあたり★ロマンス 

stage-clear stage clear 阪神 総一 - 

workman WORKMAN STAGE 阪神 総一 - 

 

インスト曲（オリジナル） 

ファイル名 曲名 作曲者 

afford ゆとりがめ 阪神 総一 

deep-sea IN THE DEEP SEA 阪神 総一 

delusion 妄想シュッポー 阪神 総一 

flagship Flagship 阪神 総一 

footstep Footsteps Echoing 阪神 総一 

overlook 見落としたもの 阪神 総一 

pyroxene 海の輝石 阪神 総一 

shadow 尾行 阪神 総一 

tofu The corner of a block of TOFU 阪神 総一 

wander wander around the town 阪神 総一 
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利用規約 
  

 

初めに当楽曲のご利用において、絶対してはいけない事項、曲によって異なる事項、全ての曲において自由に行って

良い事項、一度ご相談して頂きたい事項の４つにまとめました。下記の通りです。 

 

絶対してはいけない事項 

 著作権の主張（著作権は Trial & Error／阪神 総一にあります） 

 歌詞の改変 

 楽曲のみの配布・販売 

 

曲によって異なる事項 

 年齢制限のあるコンテンツでの楽曲利用 

 リンク・クレジットの記載 

 リンクをする場合は 「 https://www.tandess.com/music/ 」へリンクしてください。 

 クレジットはいずれの楽曲も任意です。 

 これらの事項は後述の楽曲別利用規約一覧をご覧ください。 

 

全ての曲において自由に行って良い事項 

 楽曲の加工・編集 

 楽曲のファイル形式の変換 

 楽曲の編曲 

 編曲した旨と原曲の作曲者名を記載必須 

 オフボーカル版を使用した、他のボーカリストの歌唱 

 ボーカリストを変更した旨と、原曲の歌手名の記載必須 

 

一度ご相談して頂きたい事項 

 サウンドトラック CD への収録 

 

  

https://www.tandess.com/music/
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楽曲別利用規約一覧 
 

年齢制限のあるコンテンツでの楽曲利用およびリンク・クレジットの記載につきましては、楽曲によって制限が異なります。

各制限は以下の通りです。 

 

ボーカル曲 

ファイル名 曲名 
15禁作品で

の利用 

18禁作品で

の利用 
リンク クレジット 

1234-demo 1・2 の 3・4 demo vocal edition ○ ○ 必須 任意 

beelzebub 失墜ベルゼブブ ○ ○ 必須 任意 

blackworld BLACK WORLD ○ ○ 必須 任意 

blackworld2 BLACK WORLD -2nd Mix - ○ ○ 必須 任意 

blaze Blaze Up ○ ○ 任意 任意 

brave brave heart ～明日へ続け、空に向かえ～ ○ ○ 必須 任意 

brave-2nd brave heart ～明日へ続け、空に向かえ～ -2nd Mix-  ○ ○ 必須 任意 

cuddle-love 愛を抱えて ○ ○ 必須 任意 

daitan DAI☆TAN センセーション ○ ○ 任意 任意 

daitan-en DAI*TAN SENSATION × × 任意 任意 

daitan-en-askn DAI*TAN SENSATION (ASKN solo) × × 任意 任意 

daitan-en-demo 
DAI*TAN SENSATION 

demo vocal edition 
○ ○ 任意 任意 

daitan-en-ugu DAI*TAN SENSATION (うぐ solo) × × 任意 任意 

daitan-en-yuri DAI*TAN SENSATION(双葉ゆりあ solo)  ○ ○ 任意 任意 

daybreak 暁の眠り ○ ○ 必須 任意 

daydream 怨恨白昼夢 ○ ○ 必須 任意 

decarabia 臆病デカラビア ○ ○ 必須 任意 

deep-forest In the deep forest ○ ○ 任意 任意 

deep-water 水底に沈む光 ○ ○ 任意 任意 

desire ディザイア ○ ○ 必須 任意 

destruction 崩壊の果てノ戦意 × × 任意 任意 

destruction-demo 崩壊の果てノ戦意 feat. GUMI ○ ○ 任意 任意 

eagle-io Eagle Ver.IO ○ ○ 必須 任意 

eagle-m Eagle Ver.M ○ ○ 必須 任意 

escape 星空逃避行 × × 任意 任意 

escape-demo 星空逃避行 demo vocal edition ○ ○ 任意 任意 
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ファイル名 曲名 
15禁作品で

の利用 

18禁作品で

の利用 
リンク クレジット 

eternal 永遠と唄 ○ ○ 必須 任意 

euphoria-demo 
Euphoria ～幸福の檻～ 

demo vocal edition 
○ ○ 必須 任意 

fairyland The fairyland ○ ○ 必須 任意 

farewell farewell song ○ ○ 任意 任意 

fateful-demo 絶賛☆運命中 demo vocal edition ○ ○ 任意 任意 

fighter Fighter ○ × 必須 任意 

game Game ○ ○ 必須 任意 

girl がーる・あんびしゃす☆ ○ ○ 任意 任意 

greed Veridical Greed ○ ○ 必須 任意 

hades Hades ○ ○ 任意 任意 

hanayume 花夢の街 ○ ○ 必須 任意 

hero-demo 
蝶と薔薇の罪と罰 

feat. GUMI x さとうささら 
○ ○ 必須 任意 

icon ICON –螺旋精製、功労功績その贖罪- ○ ○ 任意 任意 

ill-starred 薄幸の拾い者にぬくもりを ○ ○ 任意 任意 

kirakira キラキラ お願い ○ ○ 必須 任意 

kismet sweet hurt kismet ○ ○ 任意 任意 

liar-demo 嘘つき白百合 demo vocal edition ○ ○ 必須 任意 

loneliness-demo ヒトリノモリ demo vocal edition ○ ○ 必須 任意 

maou-demo 
鬼畜魔王と童貞勇者 

feat. 神威がくぽ x GUMI 
○ ○ 必須 任意 

melferter L’arfes melferter ○ ○ 任意 任意 

memory Memory ○ ○ 必須 任意 

memory-shadow 思い出は影 ○ ○ 必須 任意 

minstrel a wandering minstrel ○ ○ 必須 任意 

moratorium 青のモラトリアム ○ ○ 必須 任意 

mystation MY station ○ ○ 必須 任意 

oath 常闇の契約 ケガレタショウジョ ○ ○ 任意 任意 

oath-demo 
常闇の契約 ケガレタショウジョ 

feat. GUMI 
○ ○ 任意 任意 

overflow Overflow ○ ○ 必須 任意 

pain サマヨウイタミ ○ ○ 必須 任意 

phantom-thief 怪盗 X と純情探偵 ○ ○ 任意 任意 

pride プライド ○ ○ 必須 任意 
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ファイル名 曲名 
15禁作品で

の利用 

18禁作品で

の利用 
リンク クレジット 

rainbow 虹色の未来へ ○ ○ 任意 任意 

rainy-day Rainy day ○ ○ 必須 任意 

refrain 傍白のリフレーン ○ ○ 任意 任意 

refrain-demo 傍白のリフレーン demo vocal edition ○ ○ 任意 任意 

regret KICK THE REGRET ○ ○ 必須 任意 

resistance 干渉レジスタンス ○ ○ 必須 任意 

reunion 再会の約束 ○ ○ 必須 任意 

romance たいあたり★ロマンス × × 任意 任意 

romance-demo たいあたり★ロマンス feat. GUMI ○ ○ 任意 任意 

snow-roads-demo 
Snow Roads –それぞれの旅路- 

demo vocal edition 
○ ○ 任意 任意 

star-song ほし☆うた ○ ○ 必須 任意 

sultry-night 熱帯夜 ○ ○ 必須 任意 

sunflower 向日葵のエチュード ○ ○ 任意 任意 

taboo 禁忌 ○ ○ 必須 任意 

taboo2 禁忌 -2nd Mix- ○ ○ 必須 任意 

there There is not your will there ○ ○ 必須 任意 

time-limit 刻限 ～Time Limit～ ○ ○ 任意 任意 

true true ○ ○ 必須 任意 

tydiesto Gasluifesen*Tydiesto × × 任意 任意 

tydiesto-akari Gasluifesen*Tydiesto (柚姫赤璃 solo)  ○ ○ 任意 任意 

tydiesto-hidane Gasluifesen*Tydiesto (ひだね solo) 
○※1 

クレジットの変更必須 

○※1 

クレジットの変更必須 
任意 任意 

tydiesto-sasorihime Gasluifesen*Tydiesto (蠍媛 solo) × × 任意 任意 

white-world White world ○ ○ 必須 任意 

wind かぜのしらせ ○ ○ 必須 任意 

wish White Wish ○ ○ 必須 任意 

yeqma Wiasta Yeqma × × 任意 任意 

yeqma-mikado Wiasta Yeqma (ミヤビミカド solo) ○ ○ 任意 任意 

yeqma-nami Wiasta Yeqma (宮木南美 solo) × × 任意 任意 

yeqma-umi Wiasta Yeqma (夏目うみ solo) × × 任意 任意 

yoru ヨルヲカケル ○ ○ 任意 任意 

you-i 俺とオマエと ○ ○ 必須 任意 

yutori-adv ゆとりアドベンチャー ○ ○ 必須 任意 
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インスト曲（アレンジ） 

ファイル名 曲名 
15禁作品

での利用 

18禁作品

での利用 
リンク クレジット 

1234-piano 1・2 の 3・4 – Piano inst ver. ○ ○ 任意 任意 

1234-piano-ballad 1・2 の 3・4 – Piano ballad inst ver. ○ ○ 任意 任意 

1234-strings 1・2 の 3・4 – Strings inst ver. ○ ○ 任意 任意 

good-life ゆとりあるせいかつ ○ ○ 任意 任意 

minstrel-harp a wandering minstrel – Hap inst ver. ○ ○ 任意 任意 

minstrel-music-box a wandering minstrel – オルゴール inst ver. ○ ○ 任意 任意 

name ◆名前を入れてください ○ ○ 任意 任意 

oath-harp 常闇の契約 ケガレタショウジョ – Harp inst ver. ○ ○ 任意 任意 

oath-harp-extra 常闇の契約 ケガレタショウジョ – Harp inst ver.[Extra]  ○ ○ 任意 任意 

pain-piano サマヨウイタミ – Piano inst ver. ○ ○ 必須 任意 

rainy-day-music-box Rainy day – オルゴール inst ver. ○ ○ 任意 任意 

tail くろねこのしっぽ ○ ○ 任意 任意 

undercover undercover missions ○ ○ 任意 任意 

インスト曲（ファミコン音源） 

ファイル名 曲名 
15禁作品

での利用 

18禁作品

での利用 
リンク クレジット 

1234-nes 1・2 の 3・4 – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

daitan-nes DAI☆TAN センセーション – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

destruction-nes 崩壊の果てノ戦意 – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

dreaming-color-nes DREAMING COLOR – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

fighter-nes Fighter – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

ill-starred-nes 薄幸の拾い者にぬくもりを – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

kismet-nes sweet hurt kismet – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

oath-nes 常闇の契約 ケガレタショウジョ – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

pride-nes プライド – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

rainy-day-nes Rainy day – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

reunion-nes 再会の約束 – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

romance-nes たいあたり★ロマンス – Famicon inst ver. ○ ○ 任意 任意 

stage-clear stage clear ○ ○ 任意 任意 

workman WORKMAN STAGE ○ ○ 任意 任意 
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インスト曲（オリジナル） 

ファイル名 曲名 
15禁作品

での利用 

18禁作品

での利用 
リンク クレジット 

afford ゆとりがめ ○ ○ 必須 任意 

deep-sea IN THE DEEP SEA ○ ○ 必須 任意 

delusion 妄想シュッポー ○ ○ 必須 任意 

flagship Flagship ○ ○ 必須 任意 

footstep Footsteps Echoing ○ ○ 必須 任意 

overlook 見落としたもの ○ ○ 必須 任意 

pyroxene 海の輝石 ○ ○ 必須 任意 

shadow 尾行 ○ ○ 必須 任意 

tofu The corner of a block of TOFU ○ ○ 必須 任意 

wander wander around the town ○ ○ 必須 任意 

※1 15禁, 18禁作品でご利用し、クレジットされる場合は「ひだね」を「迩月弥生」(にっきやよい)と記載お願いします。 
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素材を利用したコンテンツの紹介について 
  

 

Trial & Errorでは、素材を利用したコンテンツの紹介を承っております。素材をご利用頂いた方は無料にて下記からご

登録頂けます。作品の宣伝としてご利用ください。 

https://www.tandess.com/music/user-contents/ 

 

 

 

 

アップグレードのご案内 
  

 

当製品から、更に音質の良いバージョンまたはフルバージョンの入ったバージョンへのアップグレードは、本製品とご希望の

製品の差額にて購入が可能です。ご希望される場合は、お問い合わせ先にてご連絡ください。 

各バージョンの音質と演奏時間については製品ページをご覧ください。 

 

 

 

 

サブスクリプションのご案内 
  

 

Trial & Error では、最新の有料素材が定額でダウンロードできる、Trial & Error Subscription を現在運営してい

ます。製品を単体で買うよりも遥かにお得なため、継続して楽曲の購入をしたい方には大変オススメです。ぜひご検討くだ

さい。 

https://www.tandess.com/music/subscription/ 

 

 

 

 

スタッフ 
  

 

ボーカル 

宮木南美  ( http://twitter.com/nami_yk ) 

夏目うみ  ( http://natsumeumi.amebaownd.com/ ) 

ミヤビミカド  ( http://twitter.com/MikadoDice ) 

蠍媛 

ひだね  ( http://twitter.com/hidanen ) 

柚姫赤璃  ( http://twitter.com/yuzukiakari ) 

Marria'  ( http://twitter.com/Marria_425 ) 

大橋歩夕  ( https://twitter.com/ayuruohashi ) 

ななひら   ( https://twitter.com/nanahira/ ) 

Mii 

藍月なくる  ( http://nakuru31.ame-zaiku.com/ ) 

https://www.tandess.com/music/user-contents/
https://www.tandess.com/music/discography/detail/complete-pack/
https://www.tandess.com/music/subscription/
http://twitter.com/nami_yk
http://natsumeumi.amebaownd.com/
http://twitter.com/MikadoDice
http://twitter.com/hidanen
http://twitter.com/yuzukiakari
http://twitter.com/Marria_425
https://twitter.com/ayuruohashi
https://twitter.com/nanahira/
http://nakuru31.ame-zaiku.com/


16 

 

ming-zi  ( https://sites.google.com/site/mingmingdapo/ ) 

三宮より子  ( http://hacca8.web.fc2.com/ ) 

がお   ( https://twitter.com/GaoAquila ) 

神藤シンヤ 

宮簀月菜  ( http://www.purple.dti.ne.jp/tsuki/ ) 

霞月 葵 

kikyow  ( http://kuragemetal.com/ ) 

紅梔子  ( http://prayerforxxx.web.fc2.com/ ) 

蒼 

IC   ( http://intercity77.oops.jp/ ) 

くゆり 

川名唯 

香月ゆか 

さく 

天乙准花 

ハトリアヤ 

パナップォ 

Meno 

歌意 

らっしゅ  ( http://rashtrash.blog11.fc2.com/ ) 

日向ももこ   

ふうかまりを  ( http://mariwonette.com/ ) 

蒼水月 愁  ( http://raspberrymilk.com/ ) 

阪神 総一 

春日イオ 

B'nemo 

瑞乃華南 

仲村芽衣子  ( http://seirei.ath.cx/~maybe/ ) 

彩霞 

遠井 優   ( http://www.geocities.jp/wa0928_inaenoma/ ) 

 

作詞 

阪神 総一 

幾山アカリ  ( http://yotabanashi.xxxxxxxx.jp/ ) 

徳一詠子 

takigyousou ( https://www.youtube.com/channel/UClNuXrQZzmvR07QDmjR7PbQ ) 

しろめさ  ( https://twitter.com/shiromesa ) 

黒川水城 

kikyow 

夏野奈津  ( http://lunariaplan.web.fc2.com/ ) 

kira   ( http://tomosumikira.blog.fc2.com/ ) 

果無  ( http://www.hatena555.sakura.ne.jp/ ) 

優月  ( http://twitter.com/yuzuki000 ) 

https://sites.google.com/site/mingmingdapo/
http://hacca8.web.fc2.com/
https://twitter.com/GaoAquila
http://www.purple.dti.ne.jp/tsuki/
http://kuragemetal.com/
http://prayerforxxx.web.fc2.com/
http://intercity77.oops.jp/
http://rashtrash.blog11.fc2.com/
http://mariwonette.com/
http://raspberrymilk.com/
http://seirei.ath.cx/~maybe/
http://www.geocities.jp/wa0928_inaenoma/
http://yotabanashi.xxxxxxxx.jp/
https://www.youtube.com/channel/UClNuXrQZzmvR07QDmjR7PbQ
https://twitter.com/shiromesa
http://lunariaplan.web.fc2.com/
http://tomosumikira.blog.fc2.com/
http://www.hatena555.sakura.ne.jp/
http://twitter.com/yuzuki000
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四君士 月 

大倉かりい 

tac-t!s 

Meno 

take 

櫛枝冬乃 

憂月 光 

ふうかまりを 

おいらせ龍 

あづまなみ 

B'nemo 

春日イオ 

瑞乃華南 

仲村芽衣子 

彩霞 

遠井 優 

 

翻訳 

Fafs falira sashimi  ( https://twitter.com/sashimiwiki ) 

KPHT=YY   ( https://twitter.com/yuugokku_2 ) 

TAK   ( https://twitter.com/tak_tx ) 

 

作編曲  

阪神 総一    ( http://www.tandess.com/music/ ) 

    ( https://twitter.com/SakagamiSouichi ) 

 

レコーディング 

河野利昭 

AVerY   ( https://twitter.com/AVerY560215 ) 

 

レコーディング・スタジオ 

Studio move705  ( http://www.move705.com/ ) 

kmc Studio   ( http://www.kazuko-music.com/studio.html ) 

and other homemade studios 

 

ミキシング・マスタリング 

阪神 総一 

河野利昭 

 

https://twitter.com/sashimiwiki
https://twitter.com/yuugokku_2
https://twitter.com/tak_tx
http://www.tandess.com/music/
https://twitter.com/SakagamiSouichi
https://twitter.com/AVerY560215
http://www.move705.com/
http://www.kazuko-music.com/studio.html
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ギター 

小野瀬 旭   ( https://twitter.com/LAKIAmusic ) 

宮路一昭   ( http://www.tones-studio.com/ ) 

Sawacy 

Kyo 

Kanata Labo  ( http://kanata-labo.com/ ) 

のいじろう   ( http://noizirou.web.fc2.com/noizirou.html ) 

 

ベース 

takumi   ( http://www.rimitz.com/index.html ) 

 

ドラム 

Sera 

 

サポーター 

KaminGames  ( http://snuffflag.web.fc2.com/kamingames/ ) 

pipiyon 

こーたろー 

and the other patrons 

 

制作・著作 

Trial & Error ( http://www.tandess.com/music/ ) 

 

 

 

 

お問い合わせ 
  

 

本製品に関するお問い合わせは saw-1@tandess.com までお問い合わせください。ご質問、楽曲の感想などおまち

しております。 

 

 

 

https://twitter.com/LAKIAmusic
http://www.tones-studio.com/
http://kanata-labo.com/
http://noizirou.web.fc2.com/noizirou.html
http://www.rimitz.com/index.html
http://snuffflag.web.fc2.com/kamingames/
http://www.tandess.com/music/
mailto:saw-1@tandess.com

