
アニメタイトルアニメタイトルアニメタイトルアニメタイトル タイトルタイトルタイトルタイトル アーティスト名 カテゴリ

　ID-0　ID-0　ID-0　ID-0 【OP】 ID-0 / 佐咲紗花 佐咲紗花 アニソン歌手

　ID-0　ID-0　ID-0　ID-0 【ED】 Stellar Compass 影山ヒロノブ アニソン歌手

　アトム ザ・ビギニング　アトム ザ・ビギニング　アトム ザ・ビギニング　アトム ザ・ビギニング 【OP】 解読不能 / After the Rain　(そらる×まふまふ) バンド

　アトム ザ・ビギニング　アトム ザ・ビギニング　アトム ザ・ビギニング　アトム ザ・ビギニング 【ED】 光のはじまり 南條愛乃 声優

　兄に付ける薬はない！　-快把我哥帯走-　兄に付ける薬はない！　-快把我哥帯走-　兄に付ける薬はない！　-快把我哥帯走-　兄に付ける薬はない！　-快把我哥帯走- 【主題歌】 Sunny side up Brian the Sun バンド

　アリスと蔵六　アリスと蔵六　アリスと蔵六　アリスと蔵六 【OP】 ワンダードライブ ORESAMA アニソン歌手

　アリスと蔵六　アリスと蔵六　アリスと蔵六　アリスと蔵六 【ED】 Chant toi toy toi アニソン歌手

　有頂天家族２　有頂天家族２　有頂天家族２　有頂天家族２ 【OP】成るがまま騒ぐまま milktub アニソン歌手

　有頂天家族２　有頂天家族２　有頂天家族２　有頂天家族２ 【ED】 ムーンリバー / fhana アニソン歌手

　エ口マンガ先生　エ口マンガ先生　エ口マンガ先生　エ口マンガ先生 【OP】 ヒトリゴト / ClariS アニソン歌手

　エ口マンガ先生　エ口マンガ先生　エ口マンガ先生　エ口マンガ先生 【ED】 adrenaline!!!  TrySail 声優ユニット

　王室教師ハイネ　王室教師ハイネ　王室教師ハイネ　王室教師ハイネ 【OP】 しょっぱい涙 / 阪本奨悟 その他

　王室教師ハイネ　王室教師ハイネ　王室教師ハイネ　王室教師ハイネ

【ED】Prince Night〜どこにいたのさ!?

MY PRINCESS〜

P4 with T アニメキャラ

　カブキブ!　カブキブ!　カブキブ!　カブキブ! 【OP】 Runnung High 下野紘 声優

　カブキブ!　カブキブ!　カブキブ!　カブキブ! 【ED】 お江戸 -O・EDO- カブキロックス バンド

　境界のRINNE　境界のRINNE　境界のRINNE　境界のRINNE 【OP】 SHINY 夜の本気ダンス バンド

　境界のRINNE　境界のRINNE　境界のRINNE　境界のRINNE 【ED】 スキナノカナ Softly ユニット

　銀魂　銀魂　銀魂　銀魂 【OP】 今日もサクラ舞う暁に  CHiCO with HoneyWorks アニソン歌手

　銀魂　銀魂　銀魂　銀魂 【ED】 We Gotta Fight XY バンド

　銀の墓守り　銀の墓守り　銀の墓守り　銀の墓守り 【OP】 マモリツナグ 暁月凛 歌手

　銀の墓守り　銀の墓守り　銀の墓守り　銀の墓守り 【ED】 The Game RiyO アニソン歌手

　GRANBLUE FANTASY　The Animation　GRANBLUE FANTASY　The Animation　GRANBLUE FANTASY　The Animation　GRANBLUE FANTASY　The Animation 【OP】 GO / BUMP OF CHICKEN バンド

　GRANBLUE FANTASY　The Animation　GRANBLUE FANTASY　The Animation　GRANBLUE FANTASY　The Animation　GRANBLUE FANTASY　The Animation 【ED】 ソラのパレード HARUHI 歌手

　クロックワーク・プラネット　クロックワーク・プラネット　クロックワーク・プラネット　クロックワーク・プラネット 【OP】 clockwork planet  fripSide アニソン歌手

　クロックワーク・プラネット　クロックワーク・プラネット　クロックワーク・プラネット　クロックワーク・プラネット 【ED】 アンチクロックワイズ/ After the Rain (そらる×まふまふ) ユニット

　喧嘩番長 乙女-Girl Beats Boys-　喧嘩番長 乙女-Girl Beats Boys-　喧嘩番長 乙女-Girl Beats Boys-　喧嘩番長 乙女-Girl Beats Boys- 【OP】 ラブスナイパー  Love Desire アニメキャラ

　喧嘩番長 乙女-Girl Beats Boys-　喧嘩番長 乙女-Girl Beats Boys-　喧嘩番長 乙女-Girl Beats Boys-　喧嘩番長 乙女-Girl Beats Boys- 【ED】 眼光シグナル  Love Desire アニメキャラ

　冴えない彼女の育てかた♭　冴えない彼女の育てかた♭　冴えない彼女の育てかた♭　冴えない彼女の育てかた♭ 【OP】 ステラブリーズ 春奈るな 歌手

　冴えない彼女の育てかた♭　冴えない彼女の育てかた♭　冴えない彼女の育てかた♭　冴えない彼女の育てかた♭ 【ED】 桜色ダイアリー 妄想キャリブレーション アイドル

　サクラクエスト　サクラクエスト　サクラクエスト　サクラクエスト 【OP】 Morning Glory  (K)NoW_NAME ユニット

　サクラクエスト　サクラクエスト　サクラクエスト　サクラクエスト 【ED】 Freesia  (K)NoW_NAME ユニット

　サクラダリセット　サクラダリセット　サクラダリセット　サクラダリセット 【OP】 Reset 牧野由依 声優

　サクラダリセット　サクラダリセット　サクラダリセット　サクラダリセット 【ED】 トナリアウ / 　THE ORAL CIGARETTES バンド

　終末なにしてますか？忙しいですか？ 救ってもらっていいですか？　終末なにしてますか？忙しいですか？ 救ってもらっていいですか？　終末なにしてますか？忙しいですか？ 救ってもらっていいですか？　終末なにしてますか？忙しいですか？ 救ってもらっていいですか？ 【OP】 DEAREST DROP 田所あずさ 声優

　終末なにしてますか？忙しいですか？ 救ってもらっていいですか？　終末なにしてますか？忙しいですか？ 救ってもらっていいですか？　終末なにしてますか？忙しいですか？ 救ってもらっていいですか？　終末なにしてますか？忙しいですか？ 救ってもらっていいですか？ 【ED】 フロム TRUE バンド

　進撃の巨人Season 2　進撃の巨人Season 2　進撃の巨人Season 2　進撃の巨人Season 2 【OP】 心臓を捧げよ！ Linked Horizon ユニット

　進撃の巨人Season 2　進撃の巨人Season 2　進撃の巨人Season 2　進撃の巨人Season 2 【ED】 夕暮れの鳥 神聖かまってちゃん バンド

　神撃のバハムート　VIRGIN SOUL　神撃のバハムート　VIRGIN SOUL　神撃のバハムート　VIRGIN SOUL　神撃のバハムート　VIRGIN SOUL 【OP】 LET iT END SiM バンド

　神撃のバハムート　VIRGIN SOUL　神撃のバハムート　VIRGIN SOUL　神撃のバハムート　VIRGIN SOUL　神撃のバハムート　VIRGIN SOUL 【ED】 拝啓グッバイさようなら  DAOKO 歌手

　シンデレラガールズ劇場　シンデレラガールズ劇場　シンデレラガールズ劇場　シンデレラガールズ劇場 【ED】 キラッ！満開スマイル 　島村卯月、小日向美穂、　佐久間まゆ、櫻井桃華、双葉杏 アニメキャラ

　sin 七つの大罪　sin 七つの大罪　sin 七つの大罪　sin 七つの大罪 【OP】 My Sweet Maiden Mia REGINA アニソン歌手

　sin 七つの大罪　sin 七つの大罪　sin 七つの大罪　sin 七つの大罪

【ED】 Welcome to our diabolic

paradise

Mia REGINA アニソン歌手

　スタミュ　スタミュ　スタミュ　スタミュ 【OP】 SHOW MUST GO ON!! Fourpe アニメキャラ

　スタミュ　スタミュ　スタミュ　スタミュ 【ED】 Gift /  team鳳 アニメキャラ

　正解するカド　正解するカド　正解するカド　正解するカド 【OP】 旅詩 /  徭 沙羅花　starring Ｍ・Ａ・Ｏ アニメキャラ

　正解するカド　正解するカド　正解するカド　正解するカド 【ED】 永遠のこたえ HARUCA 歌手

　世界の闇図鑑　世界の闇図鑑　世界の闇図鑑　世界の闇図鑑 【ED】 me to me MONO NO AWARE バンド

　ゼロから始める魔法の書　ゼロから始める魔法の書　ゼロから始める魔法の書　ゼロから始める魔法の書 【OP】 発見者はワタシ たぴみる アニソン歌手

　ゼロから始める魔法の書　ゼロから始める魔法の書　ゼロから始める魔法の書　ゼロから始める魔法の書 【ED】 はじまりのしるし Chima 歌手

　ソード・オラトリアダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外　ソード・オラトリアダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外　ソード・オラトリアダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外　ソード・オラトリアダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外

伝伝伝伝

【OP】 RE-ILLUSION 井口裕香 声優

　ソード・オラトリアダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外　ソード・オラトリアダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外　ソード・オラトリアダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外　ソード・オラトリアダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか外

伝伝伝伝

【ED】 day by day 鹿乃 歌手

　僧侶と交わる色欲の夜に…　僧侶と交わる色欲の夜に…　僧侶と交わる色欲の夜に…　僧侶と交わる色欲の夜に… 【主題歌】 meaning of life  Confetti Smile バンド

　ツインエンジェルBREAK　ツインエンジェルBREAK　ツインエンジェルBREAK　ツインエンジェルBREAK

【OP】 ラブって♥ジュエリー♪　えん

じぇる☆ブレイク！！

あべにゅうぷろじぇくと feat.　天月めぐる＆如月すみれ アニメキャラ

　ツインエンジェルBREAK　ツインエンジェルBREAK　ツインエンジェルBREAK　ツインエンジェルBREAK 【ED】 ぶれいくるみるくらぶ！ みるくちゃん（CV：釘宮理恵） アニメキャラ

　月がきれい　月がきれい　月がきれい　月がきれい 【OP】 イマココ 東山奈央 声優

　月がきれい　月がきれい　月がきれい　月がきれい 【ED】 月がきれい  東山奈央 声優

　つぐもも　つぐもも　つぐもも　つぐもも 【OP】 METAMORISER / バンドじゃないもん! アイドル

　つぐもも　つぐもも　つぐもも　つぐもも 【ED】 I4U /  MICHI 歌手

　夏目友人帳 陸　夏目友人帳 陸　夏目友人帳 陸　夏目友人帳 陸 【OP】 フローリア 佐香智久 歌手

　夏目友人帳 陸　夏目友人帳 陸　夏目友人帳 陸　夏目友人帳 陸 【ED】 きみのうた 安田レイ 歌手

　信長の忍び　～伊勢・金ヶ崎篇～　信長の忍び　～伊勢・金ヶ崎篇～　信長の忍び　～伊勢・金ヶ崎篇～　信長の忍び　～伊勢・金ヶ崎篇～ 【OP】 白雪 / 蓮花 歌手

　ひなこのーと　ひなこのーと　ひなこのーと　ひなこのーと 【OP】　あ・え・い・う・え・お・あお!! 劇団ひととせ アニメキャラ

　ひなこのーと　ひなこのーと　ひなこのーと　ひなこのーと 【ED】 かーてんこーる!!!!! 劇団ひととせ アニメキャラ

　覆面系ノイズ　覆面系ノイズ　覆面系ノイズ　覆面系ノイズ

【OP】 ハイスクール　[ANIME SIDE] -

Bootleg-

 深桜（CV.　高垣彩陽） アニメキャラ

　覆面系ノイズ　覆面系ノイズ　覆面系ノイズ　覆面系ノイズ

【OP】 ハイスクール [ANIME SIDE]　-

Alternative-

ニノ（早見沙織） アニメキャラ

　覆面系ノイズ　覆面系ノイズ　覆面系ノイズ　覆面系ノイズ 【ED】 アレグロ ニノ（早見沙織） アニメキャラ

　武装少女マキャヴェリズム　武装少女マキャヴェリズム　武装少女マキャヴェリズム　武装少女マキャヴェリズム 【OP】 Shocking Blue 伊藤美来 声優

　武装少女マキャヴェリズム　武装少女マキャヴェリズム　武装少女マキャヴェリズム　武装少女マキャヴェリズム 【ED】 DECIDE /

天下五剣（鬼瓦輪（CV高田憂希）亀鶴城メアリ（北原沙弥香），眼目さとり（西田

望見），花酒蕨（日高里菜

アニメキャラ

　フレームアームズ・　フレームアームズ・　フレームアームズ・　フレームアームズ・ 【OP】 Tiny Tiny  村川梨衣 声優

　フレームアームズ・　フレームアームズ・　フレームアームズ・　フレームアームズ・ 【ED】 FULLSCRATCH LOVE FAガールズ アニメキャラ

　ベルセルク　ベルセルク　ベルセルク　ベルセルク 【OP】 サクリファイス 9mm Parabellum Bullet バンド

　ベルセルク　ベルセルク　ベルセルク　ベルセルク 【ED】 一切は物語 南條愛乃feat. やなぎなぎ 声優

　僕のヒーローアカデミア　僕のヒーローアカデミア　僕のヒーローアカデミア　僕のヒーローアカデミア 【OP】 ピースサイン 米津玄師 歌手

　僕のヒーローアカデミア　僕のヒーローアカデミア　僕のヒーローアカデミア　僕のヒーローアカデミア 【ED】 だから、ひとりじゃない / Little Glee Monster ユニット

　BORUTO-ボルト-　BORUTO-ボルト-　BORUTO-ボルト-　BORUTO-ボルト- 【OP】 バトンロード  KANA-BOON バンド

　BORUTO-ボルト　BORUTO-ボルト　BORUTO-ボルト　BORUTO-ボルト 【ED】 ドリーミージャーニー the peggies バンド

　まけるな!!　あくのぐんだん!　まけるな!!　あくのぐんだん!　まけるな!!　あくのぐんだん!　まけるな!!　あくのぐんだん! 【主題歌】 ねばねばぎっぱー KAKUWA☆なれ～しょんず アニメキャラ

　 弱虫ペダル　NEW GENERATION　 弱虫ペダル　NEW GENERATION　 弱虫ペダル　NEW GENERATION　 弱虫ペダル　NEW GENERATION 【OP】 トランジット 夏代孝明 歌手

　 弱虫ペダル　NEW GENERATION　 弱虫ペダル　NEW GENERATION　 弱虫ペダル　NEW GENERATION　 弱虫ペダル　NEW GENERATION 【ED】 タカイトコロ 佐伯ユウスケ 歌手

　ラブ米　ラブ米　ラブ米　ラブ米 【主題歌】 浪漫飛行 LOVE RICE アニメキャラ

　Re:CREATORS　Re:CREATORS　Re:CREATORS　Re:CREATORS 【OP】 gravityWall / sawanoHiroyuki[nZk]:Tielle&Geimie 歌手

　Re:CREATORS　Re:CREATORS　Re:CREATORS　Re:CREATORS 【ED】 NEWLOOK 綾野ましろ アニソン歌手

　リトルウィッチ　アカデミア　リトルウィッチ　アカデミア　リトルウィッチ　アカデミア　リトルウィッチ　アカデミア 【OP】 MIND CONDUCTOR YURiKA アニソン歌手

　リトルウィッチ　アカデミア　リトルウィッチ　アカデミア　リトルウィッチ　アカデミア　リトルウィッチ　アカデミア 【ED】 透明な翼 大原ゆい子 アニソン歌手

　Room Mate　～One Room side M　Room Mate　～One Room side M　Room Mate　～One Room side M　Room Mate　～One Room side M 【主題歌】 君色スマイル 　葦原巧（CV:前野智昭）、仁科葵（CV:花江夏樹）、宮坂真也（CV:鳥海浩輔） アニメキャラ

　恋愛暴君　恋愛暴君　恋愛暴君　恋愛暴君 【OP】 恋?で愛?で暴君です! Wake Up,Girls ! 声優ユニット

　恋愛暴君　恋愛暴君　恋愛暴君　恋愛暴君 【ED】 「スキ」を教えて smileY inc. 声優ユニット

　ロクでなし魔術講師と禁忌教典　ロクでなし魔術講師と禁忌教典　ロクでなし魔術講師と禁忌教典　ロクでなし魔術講師と禁忌教典 【OP】 Blow out 鈴木このみ アニソン歌手

　ロクでなし魔術講師と禁忌教典　ロクでなし魔術講師と禁忌教典　ロクでなし魔術講師と禁忌教典　ロクでなし魔術講師と禁忌教典 【ED】 Precious You☆

システィーナ=フィーベル&ルミア=ティンジェル&リィエル=レイフォード(藤田茜・宮

本侑芽・小澤亜李)

アニメキャラ

　笑ゥせぇるすまんNEW　笑ゥせぇるすまんNEW　笑ゥせぇるすまんNEW　笑ゥせぇるすまんNEW 【OP】 Don't / NakamuraEmi

　笑ゥせぇるすまんNEW　笑ゥせぇるすまんNEW　笑ゥせぇるすまんNEW　笑ゥせぇるすまんNEW 【ED】 ドーン！やられちゃった節 高田純次 その他

カテゴリ

声優 10

声優ユニット 3

アニメキャラ 20

アニソン歌手 17

歌手 15

ユニット 6

バンド 15

アイドル 2

その他 2

声優

11%

声優ユニット

3%

アニメキャラ

22%

アニソン歌手

19%

歌手

17%

ユニット

7%

バンド

17%

アイドル

2%

その他

2%

2017年アニソン歌い手の傾向（n:91）


