
JASRACコード 楽曲名 アーティスト 企業名 CM内容 開始日

228-9871-9 Be My Baby 安次嶺希和子 オリジナル 株式会社大川 大川家具グループ55周年 2016/06/01

228-9869-7 Lips 安次嶺希和子 オリジナル 有限会社Ravii 脱毛専門店CREA 2016/04/22

156-4212-7 I wanna see you 阿部真央 オリジナル カルピス株式会社 カルピスウォーター 2009/03/25

165-6419-7 give me your love 阿部真央 オリジナル 株式会社東急リゾートサービス スキージャム勝山 2010 キャンペーン 2009/12/20

165-6419-7 give me your love 阿部真央 オリジナル 株式会社トキハ 企業CM 2010/01/01

156-8229-3 キレイな唄 阿部真央 オリジナル ホーユー株式会社 Beauteen 2009/01/21

705-0158-1 Sunday morning 阿部真央 オリジナル 株式会社ヒト・コミュニケーションズ 企業CM 2012/08/01

225-7601-1 母である為に 阿部真央 オリジナル 三越商事大分株式会社 企業CM 2017/03/01

207-4091-3 Hello, Jewelry Smile 阿部真央 オリジナル 大関株式会社 花泡香 2015/04/01

154-8566-8 MY BABY 阿部真央 オリジナル 株式会社東急リゾートサービス スキージャム勝山 キャンペーン 2008/12/10

703-6232-7 YURALI forever 阿部真央 オリジナル 株式会社東急リゾートサービス スキージャム勝山 2012 キャンペーン 2011/12/01

080-6095-9 待つわ あみん オリジナル 旭化成ライフ＆リビング株式会社 サランラップ 2007/04/01

080-6095-9 待つわ あみん オリジナル ソフトバンクモバイル株式会社 企業CM「待つわ」篇 2011/09/28

080-6095-9 待つわ あみん カバー 一般財団法人ヤマハ音楽振興会 ヤマハ音楽教室シニア向け歌のコース「青春ポップス」 2017/01/28

075-0245-1 ふたりの愛ランド 石川優子とチャゲ カバー 株式会社ダスキン COOLMISDO商品シリーズ 2011/06/08

104-0283-7 あの日のこと 伊藤サチコ オリジナル 松本引越センター株式会社 企業CM 2002/10/23

088-6207-9 帰り道 伊藤サチコ オリジナル 松本引越センター株式会社 企業CM 2001/07/01

100-0515-3 カレンダー 伊藤サチコ オリジナル 松本引越センター株式会社 企業CM 2002/02/01

127-5370-0 心心と 伊藤サチコ オリジナル 株式会社ムラサキスポーツ ムラサキスポーツ～冬のキャンペーン～ 2005/11/14

116-3618-1 MUSIC LIFE 伊藤サチコ オリジナル 宮城県献血意識啓発キャンペーン 2004/07/21

127-5366-1 夢の途中 伊藤サチコ オリジナル 松本引越センター株式会社 企業CM 2005/10/04

217-4358-4 SPARK 上原ひろみ オリジナル 株式会社三越伊勢丹 2016年オンリー・エムアイ春のキャンペーン 2016/02/22

115-6597-7 BRAIN 上原ひろみ オリジナル トヨタ自動車株式会社 ALLION 2004/11/01

717-7512-9 「ねぇ、神様？」 ORESAMA オリジナル 株式会社nana music 音楽アプリ nana 2017/06/01

217-4591-9 迷子のババロア ORESAMA オリジナル 株式会社リクルート住まいカンパニー SUUMO×CITY POPプロジェクト 2016/10/01

718-2456-1 耳もとでつかまえて ORESAMA オリジナル 株式会社タイムマシン イヤホン・ヘッドホン専門店｢e☆イヤホン｣10周年 2017/07/01

715-5822-5 波乗りトコナッツ 音×AiR オリジナル ユニー株式会社 水着商品店頭キャンペーン 2017/06/01

074-7399-1 ファッシネーション 門あさ美 オリジナル 合名会社鈴木酒造店 LACHAMTE 2010/02/03

074-7399-1 ファッシネーション 門あさ美 オリジナル 合名会社鈴木酒造店 LACHAMTE 2010/12/21

167-2966-8 しあわせに 狩野泰一 オリジナル 日本サプリメント株式会社 特定保健用食品 2010/03/20

167-2973-1 竹に雀 狩野泰一 オリジナル 日本サプリメント株式会社 特定保健用食品 2010/03/20

178-8785-2 柳心 狩野泰一 オリジナル 株式会社一柳葬具総本店 企業CM 2011/07/01

　－　CM使用曲一覧　－
※アーティスト50音順
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136-4962-1 Sugarless GiRL capsule オリジナル 株式会社ワールドテレネット 美容系ポータルサイト「キラリア」 2008/03/25

138-2560-7 Sound of Silence capsule オリジナル 京浜急行電鉄株式会社 羽得きっぷ 2006/12/15

125-7817-7 twinkle twinkle poppp! capsule オリジナル 株式会社アイワイバンク銀行 アイワイバンク銀行からセブン銀行への変更のお知らせ 2005/09/07

166-6445-1 Hello capsule オリジナル KDDI株式会社 iida calling 2009/09/17

153-8701-1 Phantom capsule オリジナル CYCLEMODE international 2008 イメージソング 2008/09/05

175-5128-5 PRIME TIME capsule オリジナル バンタンデザイン研究所 スクール案内 2011/02/21

153-1522-3 more more more capsule オリジナル 花王株式会社 エッセンシャルシャンプー 2008/08/01

175-5101-3 WORLD OF FANTASY capsule オリジナル パイオニア株式会社 Carrozzeria 2011/05/25

114-4883-1 IVORY TOWER CORE OF SOUL オリジナル 日本航空株式会社 企業CM 2004/04/01

114-4888-1 Way of Life CORE OF SOUL オリジナル 日本航空株式会社 企業CM 2004/04/01

114-4887-3 Cigarette Flower CORE OF SOUL オリジナル 日本航空株式会社 企業CM 2004/04/01

132-2346-1 そらとぶひかり COLTEMONIKHA オリジナル 京セラ株式会社 携帯電話 W42K 2006/05/12

135-9593-8 恋をしたよ！ クノシンジ オリジナル 松本引越センター株式会社 企業CM 2006/10/13

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル 株式会社バンダイ 北斗の拳世紀末救世主伝説 2000/10/01

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル サミー株式会社 パチスロ北斗の拳2 2007/07/23

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル 株式会社リクルート 雑誌｢リクルート｣ 2007/10/14

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル サミー株式会社 ぱちんこCR北斗の拳 2008/06/10

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル サミー株式会社 ぱちんこCR北斗の拳 剛掌 2010/08/25

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル 株式会社セガホールディングス メダルゲーム機｢北斗の拳バトルメダル｣ 2013/12/06

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル 株式会社セガホールディングス メダルゲーム機｢北斗の拳バトルメダル｣ 2014/01/20

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル 株式会社セガホールディングス 業務用遊技機｢Star Horse SeasonⅡ｣ 2014/02/25

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル 株式会社デアゴスティーニ･ジャパン 北斗の拳DVDコレクション 2014/04/28

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル 株式会社デアゴスティーニ･ジャパン 北斗の拳DVDコレクション 2013/10/28

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング 歌詞使用 ソフトバンクコマース＆サービス株式会社 EQUAL Air Shock 2015/06/05

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル サミー株式会社 回胴式遊技機「北斗の拳5」 2015/07/06

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル 株式会社高尾 ぱちんこ遊技機「CR DD北斗の拳」 2015/12/01

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル サミー株式会社 回胴式遊技機｢ぱちんこCR北斗の拳7｣ 2017/03/21

002-7679-1 愛をとりもどせ！！ クリスタルキング オリジナル 株式会社コロプラ 魔法使いと黒猫のウィズ 北斗の拳コラボ・バージョン 2017/08/30

046-7207-1 大都会 クリスタルキング カバー 本田技研工業株式会社 CRV 2001/09/19

046-7207-1 大都会 クリスタルキング オリジナル 奥村遊機株式会社 ぱちんこ遊技機｢PACHINKO CR笑ゥせぇるすまん～欲望の大都会～｣WEB CM 2012/03/01

046-7207-1 大都会 クリスタルキング カバー 関西電力株式会社 はぴe暮らしサポート 2016/02/06

046-7207-1 大都会 クリスタルキング オリジナル 麒麟麦酒株式会社 のどごしZERO 2017/09/19
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001-2754-0 あなた 小坂明子 歌詞使用 サントリーホールディングス株式会社 BOSSセブン ボスMDプレゼント 2000/06/19

001-2754-0 あなた 小坂明子 オリジナル ブライトホーム株式会社 企業CM 2002/04/20

001-2754-0 あなた 小坂明子 オリジナル 株式会社山形銀行 企業CM「ごうかくローン篇」「個人年金保険篇」 2002/12/28

001-2754-0 あなた 小坂明子 カバー 株式会社マイランド 企業CM 2011/08/20

001-2754-0 あなた 小坂明子 カバー ワイモバイル株式会社 企業CM「ふてネコ お風呂で鼻歌」編 2015/03/01

001-2754-0 あなた 小坂明子 カバー トヨタ自動車株式会社 トリプルアシスト 2015/12/09

227-7879-9 十億年 さユり オリジナル 学校法人日本教育財団 モード学園 2017/04/01

134-2189-1 クライマックス Sound Schedule オリジナル ジュビロ磐田 イメージソング 2006/02/27

120-8548-1 コンパス Sound Schedule オリジナル ジュビロ磐田 イメージソング 2004/08/01

091-7799-0 特別なモノ The LOVE オリジナル ＪＡバンク広島 企業CM 2001/09/01

162-2651-8 エコの人生地球を守るため！ 澤 俊太郎（詞曲） オリジナル 環境省チームマイナス６％ NPO･NGOメディア連携支援事業 2009/05/01

207-9019-8 勝利の歌 JaaBourBonz オリジナル ダイドードリンコ株式会社 海洋ミネラル深層水「miu」シリーズ 2015/03/02

704-0634-1 Say Yeah！ JaaBourBonz オリジナル イコピコモバイル株式会社 店舗CM 2012/01/24

191-6562-5 バンザイ JaaBourBonz オリジナル イコピコモバイル株式会社 店舗CM 冬の誕生祭キャンペーン 2013/02/01

191-6562-5 バンザイ JaaBourBonz オリジナル イコピコモバイル株式会社 店舗CM 南の島キャンペーン 2013/02/01

199-2427-5 BLUE JaaBourBonz オリジナル ダイドードリンコ株式会社 海洋ミネラル深層水「miu」シリーズ 2014/03/24

229-0120-5 帚星 爽 オリジナル 株式会社札都 企業CM 2016/01/01

161-1027-7 ポカポカ スムルース オリジナル 名古屋鉄道株式会社 企業CM 陽なたの丘 ｢みらい､てらす街｡｣篇 2009/09/01

703-5277-1 慕情 スムルース オリジナル 全国健康保険協会 企業CM 全国健康保険協会ラジオ 2011/03/28

087-2591-8 燃えろいい女 世良公則＆ツイスト カバー 日本コカ・コーラ株式会社 リアルゴールド・ヴァイマックス 2000/07/14

148-1140-5 Ohana タマトミカ オリジナル 松本引越センター株式会社 企業CM 2007/12/01

712-7632-7 ze ze ze たんこぶちん オリジナル 九州観光推進機構 「空行け！九州キャンペーン」 2015/08/01

709-1879-1 走れメロディー たんこぶちん オリジナル 株式会社佐賀新聞社 春の新社会人向け佐賀新聞電子版キャンペーン 2014/03/19

122-6006-1 すてきな親指 代田幸子 オリジナル 松本引越センター株式会社 企業CM 2004/11/01

150-3642-1 家族の風景 手嶌葵 オリジナル 九州電力株式会社 オール電化 2008/04/01

150-3642-1 家族の風景 手嶌葵 オリジナル 全国農業共同組合連合会 岩手県本部 企業CM 2014/11/01

150-5913-8 金色野原 手嶌葵 オリジナル 三基商事株式会社 ミキプルーン 2008/05/31

152-2691-3 恋唄 手嶌葵 オリジナル ヤマハ株式会社 雑誌｢音遊人(みゅーじん)｣ 2008/06/29

156-5274-2 月のぬくもり 手嶌葵 オリジナル 株式会社バンダイナムコゲームス FRAGILE～さよなら月の廃墟～ 2009/01/01

138-2601-8 徒然曜日 手嶌葵 オリジナル パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社 Panasonic モバイル　W51P(au) 2007/01/15

138-2601-8 徒然曜日 手嶌葵 オリジナル 一般財団法人ヤマハ音楽振興会 ヤマハ音楽教室 2009/01/24
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138-2816-9 願いごと 手嶌葵 オリジナル 一般財団法人ヤマハ音楽振興会 企業CM 2006/12/30

138-2975-1 花びら 手嶌葵 オリジナル 全日本空輸株式会社 旅作 2007/02/07

156-4432-4 光 手嶌葵 オリジナル 株式会社バンダイナムコゲームス FRAGILE～さよなら月の廃墟～ 2009/01/01

132-2546-4 竜 手嶌葵 オリジナル 株式会社読売新聞社 企業CM 2006/07/01

119-8285-3 crossroad～いまを生きる僕を～ CHAGE and ASKA オリジナル ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 オレンジ100% & アップル100% 2005/01/01

004-4019-1 SAY YES CHAGE and ASKA オリジナル 三菱自動車工業株式会社 GRANDIS 2004/01/01

004-4019-1 SAY YES CHAGE and ASKA オリジナル 株式会社テレビ西日本 舞台｢時代劇版 101回目のプロポーズ｣ 2011/12/01

119-8284-5 僕はMusic CHAGE and ASKA オリジナル ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 オレンジ100% & アップル100% 2005/01/01

069-8524-6 もうすぐ僕らはふたつの時代を超える恋になる CHAGE and ASKA オリジナル 日本航空株式会社 企業CM 2000/01/01

016-9086-8 YAH YAH YAH CHAGE and ASKA オリジナル 麒麟麦酒株式会社 淡麗ダブル 2009/02/06

231-8170-2 ぷっぷるマーチッチ CHI-MEY（詞曲） オリジナル 一般財団法人ヤマハ音楽振興会 ヤマハ音楽教室 2017/07/31

025-1055-3 ギザギザハートの子守唄 チェッカーズ カバー ケンタッキー･フライド･チキン株式会社 ピザハット カリカリッチ 2010/11/11

025-1055-3 ギザギザハートの子守唄 チェッカーズ カバー ダイハツ工業株式会社 MOVE 2017/08/01

130-5516-0 五月の風 D.F.O オリジナル 松本引越センター株式会社 企業CM 2006/03/01

103-2395-3 Blue D.F.O オリジナル 日本航空株式会社 企業CM 2002/08/01

146-0309-8 明日の風 寺田 志保 オリジナル 飲酒運転撲滅キャンペーン 2007/08/20

135-2937-4 優しい未来 寺田 志保 オリジナル 株式会社サンシティ 企業CM 2006/07/01

135-2935-8 Soldier Heart 寺田志保（作曲） オリジナル 株式会社サンシティ 企業CM 2006/07/01

096-8757-2 TOUGH BOY TOM☆CAT オリジナル サミー株式会社 回胴式遊技機｢パチスロ北斗の拳4｣ 2013/01/01

096-8757-2 TOUGH BOY TOM☆CAT オリジナル 株式会社セガホールディングス メダルゲーム機｢北斗の拳バトルメダル｣ 2013/12/06

096-8757-2 TOUGH BOY TOM☆CAT オリジナル サミー株式会社 ぱちんこ遊技機「北斗の拳6」 2014/09/18

096-8757-2 TOUGH BOY TOM☆CAT オリジナル サミー株式会社 回胴式遊技機｢北斗の拳 新伝説創造｣ 2017/07/10

128-0265-4 BIG ONE MESSAGE 殿様BATTA→ オリジナル 株式会社アイワイバンク銀行 アイワイバンク銀行からセブン銀行への変更のお知らせ 2005/10/01

131-9269-8 愚痴 中村 中 オリジナル 立山酒造株式会社 商品紹介 2007/03/20

124-3238-5 友達の詩 中村 中 オリジナル エイベックスネットワーク株式会社 配信サイト mu-mo 2006/11/10

140-6287-9 一期一会 中島みゆき カバー 株式会社葛城 葛城一期一会プラン 2010/04/03

009-2825-9 糸 中島みゆき カバー 住友生命保険相互会社 LIVE ONE 2005/05/15

009-2825-9 糸 中島みゆき オリジナル 株式会社七十七銀行 企業CM 2009/06/20

009-2825-9 糸 中島みゆき オリジナル 関西電力株式会社 企業CM 2010/02/20

009-2825-9 糸 中島みゆき カバー 関西電力株式会社 企業CM 2010/03/27

009-2825-9 糸 中島みゆき オリジナル 関西電力株式会社 企業CM 2011/04/01
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009-2825-9 糸 中島みゆき カバー 関西電力株式会社 企業CM 2011/04/01

009-2825-9 糸 中島みゆき オリジナル サントリー食品インターナショナル株式会社 BOSSレインボーマウンテン 2013/04/03

009-2825-9 糸 中島みゆき オリジナル トヨタホーム株式会社 企業CM 2015/04/24

009-2825-9 糸 中島みゆき オリジナル 内閣府 自殺対策推進室 ｢平成27年度自殺対策強化月間 広報｣キャンペーン 2016/02/29

009-2825-9 糸 中島みゆき カバー トヨタホーム株式会社 企業CM 2016/04/24

009-2825-9 糸 中島みゆき カバー トヨタホーム株式会社 企業CM 2017/04/24

039-9320-5 時代 中島みゆき オリジナル 富士フイルム株式会社 アスタリフト 2008/06/28

039-9320-5 時代 中島みゆき オリジナル 日本郵便株式会社 年賀状 2014/10/27

039-9320-5 時代 中島みゆき オリジナル サントリー食品インターナショナル株式会社 BOSSシリーズ／「Song&BOSS時代」編 2015/08/27

073-9758-5 地上の星 中島みゆき オリジナル サントリー食品インターナショナル株式会社 BOSS 2008/08/23

143-3744-4 Nobody Is Right 中島みゆき カバー 株式会社クロスカンパニー earth music&ecology 2015/09/16

074-9588-9 ファイト！ 中島みゆき カバー 大塚製薬株式会社 カロリーメイト 2012/11/17

074-9588-9 ファイト！ 中島みゆき カバー 九州電力株式会社 企業CM「九電DNA編」 2017/03/29

073-9757-7 ヘッドライト・テールライト 中島みゆき オリジナル サントリー食品インターナショナル株式会社 BOSSシリーズ／「Song&BOSSヘッドライト・テールライト」編 2015/12/09

077-4355-6 ホームにて 中島みゆき オリジナル 東日本旅客鉄道株式会社 ふるさと行きの乗車券 2009/11/28

077-4355-6 ホームにて 中島みゆき オリジナル 東日本旅客鉄道株式会社 ふるさと行きの乗車券 2010/11/27

077-4355-6 ホームにて 中島みゆき オリジナル 東日本旅客鉄道株式会社 ふるさと行きの乗車券 2011/11/27

077-4355-6 ホームにて 中島みゆき オリジナル 東日本旅客鉄道株式会社 ふるさと行きの乗車券 2012/11/27

020-2639-2 乾杯 長渕剛 カバー 麒麟麦酒株式会社 キリンラガービール 2010/03/06

056-2714-1 とんぼ 長渕剛 オリジナル サントリーホールディングス株式会社 BOSS 発売15周年キャンペーン 2007/04/01

227-0781-6 いちばん、たいせつなもの。 中野正英（作曲） オリジナル 一般財団法人ヤマハ音楽振興会 企業CM 2017/04/01

205-3695-0 I'll wake up ななみ オリジナル ヤマハ株式会社､ヤマハ発動機株式会社 ヤマハレディースオープン葛城 2015/03/20

715-2251-4 明日太陽が消える ななみ オリジナル 株式会社東急リゾートサービス スキージャム勝山 キャンペーン 2016/12/01

120-2579-8 語らい 西村由紀江 オリジナル 松本引越センター株式会社 企業CM 2004/03/07

140-6318-2 ちょっと休んで 西村由紀江 オリジナル ヤマハ株式会社 雑誌「音遊人」 2007/04/29

120-2603-4 道の向こうには 西村由紀江 オリジナル ヤマハ株式会社 ヤマハリゾート施設プロモーション 2006/09/15

120-2601-8 見果てぬ夢を探して 西村由紀江 オリジナル 読売新聞社 読売新聞130周年（かわら版） 2004/04/01

123-9871-3 どれどれの唄 拝郷メイコ オリジナル 株式会社読売新聞社 企業CM 2005/02/01

131-2278-9 グライダー 拝郷メイコ オリジナル 株式会社新潟総合テレビ ドリーミングキャンペーン 2006/10/30

123-9871-3 どれどれの唄 拝郷メイコ オリジナル 株式会社読売新聞社 企業CM 2007/04/01

115-0086-7 明日に向かって HUNGRY DAYS オリジナル 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 続ボクラの太陽 2004/06/04
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068-9505-1 パラダイス銀河 光GENJI カバー サントリーホールディングス株式会社 カロリ。地中海レモン 2008/04/08

068-9505-1 パラダイス銀河 光GENJI カバー イオン株式会社 新入学キャンペーン 2013/07/30

079-6307-6 eternity hiro:n オリジナル 森永乳業株式会社 森永アロエヨーグルト 2000/09/23

148-3853-2 博多追い山青春ならし ピース オリジナル 第一交通産業株式会社 夢をのせてキャンペーン 2008/01/01

157-0720-2 Life is music Bottom オリジナル 第一交通産業株式会社 夢をのせてキャンペーン 2009/01/01

169-9021-8 帰り道 舞花 オリジナル 株式会社肥後銀行 企業CM 2010/11/01

022-7252-1 ハートスランプ二人ぼっち 円広志 オリジナル 朝日放送株式会社/朝日新聞社 探偵！ナイトスクープ 2014/01/24

085-1901-3 夢想花 円広志 歌詞使用 サントリー食品インターナショナル株式会社 BOSSセブン「ボスＭＤプレゼント」キャンペーン 2000/06/19

085-1901-3 夢想花 円広志 カバー 株式会社ナムコ 風のクロノア 2001/03/16

085-1901-3 夢想花 円広志 カバー 本田技研工業株式会社 モビリオスパイク 2005/12/02

085-1901-3 夢想花 円広志 カバー 日清食品株式会社 阪神タイガースキャンペーン 2010/04/03

085-1901-3 夢想花 円広志 カバー サントリーホールディングス株式会社 カロリ。 2011/03/29

085-1901-3 夢想花 円広志 カバー 東洋ナッツ食品株式会社 企業CM 2013/03/01

085-1901-3 夢想花 円広志 カバー 西日本電信電話株式会社 フレッツ光 2014/02/27

085-1901-3 夢想花 円広志 カバー スズキ株式会社 EVERY 2015/02/19

085-1901-3 夢想花 円広志 オリジナル 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント GRAVITY DAZE 2015/12/03

073-9746-1 VACANT 森川美穂 オリジナル 松本引越センター株式会社 企業CM 2000/03/01

065-8119-6 Happiness 森川美穂 オリジナル 松本引越センター株式会社 企業CM 1999/03/27

181-3506-4 恋の魔法瓶 矢井田瞳 オリジナル 象印マホービン株式会社 ステンレスマグ 2011/11/01

187-7532-2 GIRLS MAGIC 矢井田瞳 オリジナル 第37回福岡志賀島金印マラソン大会 2012/09/19

190-5242-1 I LOVE YOU！！ 山崎あおい オリジナル 株式会社東急リゾートサービス スキージャム勝山 キャンペーン 2012/12/01

190-5242-1 I LOVE YOU！！ 山崎あおい オリジナル 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス セブンプレミアムボディクーラー 2013/03/30

705-2954-0 1.2.3 山崎あおい オリジナル ユニー株式会社 シェイプアップシューズ 2012/09/01

705-2956-6 Good Day 山崎あおい オリジナル イッツ・コミュニケーションズ株式会社 It's COM神奈川109シネマズ劇場 2012/08/22

705-2958-2 snow 山崎あおい オリジナル 北海道ガス株式会社 エコジョーズ 2012/03/26

705-2959-1 ツナガル 山崎あおい オリジナル ヤマハ発動機株式会社 企業CM 2012/10/07

705-9326-4 ハナウタ 山崎あおい オリジナル 株式会社チヨダ セダークレスト＆セダークレスト　オレンジスター 2012/10/17

705-2960-4 ハルバル 山崎あおい オリジナル 北海道ガス株式会社 企業CM「天然ガス」篇 2012/03/26

204-7324-9 マスク 山崎あおい オリジナル 株式会社東急リゾートサービス スキージャム勝山 キャンペーン 2014/11/19

705-2961-2 リトライアル 山崎あおい オリジナル 株式会社アインファーマシーズ 企業CM 2012/08/22

705-2961-2 リトライアル 山崎あおい オリジナル 株式会社アインファーマシーズ 企業CM 2013/03/01

173-8873-2 FAIR WIND 山崎あおい オリジナル ヤマハ発動機株式会社 企業CM 2012/04/01
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069-7216-1 Fly Me To Love！ Little Baby オリジナル 箱根彫刻の森美術館 2005/01/01

 075-7799-1 BLUE LOVE Little Baby オリジナル ジェイフォン北陸株式会社 企業CM 2000/04/01

076-4867-7 MIND CRUSH Little Baby オリジナル ジェイフォン北陸株式会社 クリスタルボイス篇 2000/04/01

089-3928-4 Hello! ぷっぷる オリジナル ヤマハ株式会社 ヤマハ音楽教室 2004/01/01

0U0-0476-1 UNBIRTHDAY SONG 歌詞使用 パナソニック株式会社 「LUMIX」グラフィックCM 2013/04/26
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