
受賞項目 国内使用 外国使用

第1回 作品名 奥飛騨慕情 上を向いて歩こう
1982（昭和57）年 作詞者 竜　鉄也 永　六輔

作曲者 竜　鉄也 中村　八大
音楽出版者 ㈱ベストフレンド 東芝イーエムアイ音楽出版㈱
アーティスト 竜　鉄也

第2回 作品名 北酒場 UFOロボグレンダイザー
1983（昭和58）年 作詞者 なかにし　礼 保富　康午

作曲者 中村　泰士 菊池　俊輔
音楽出版者 ㈱セントラルミュージック ㈱フジ音楽出版
アーティスト 細川　たかし

1984（昭和59）年   実施されず

第3回 作品名 矢切の渡し キャンディ・キャンディ
1985（昭和60）年 作詞者 石本　美由起 名木田　恵子

作曲者 船村　徹 渡辺　岳夫
音楽出版者 コロムビアソングス㈱ テレビ朝日ミュージック
アーティスト 細川　たかし　他

第4回 作品名 浪花節だよ人生は 上を向いて歩こう
1986（昭和61）年 作詞者 藤田　まさと 永　六輔

作曲者 四方　章人 中村　八大
音楽出版者 ㈱歌謡企画集団 東芝イーエムアイ音楽出版㈱
アーティスト 細川　たかし　他

第5回 作品名 恋におちて 上を向いて歩こう
1987（昭和62）年 作詞者 湯川　れい子 永　六輔

作曲者 小林　明子 中村　八大
音楽出版者 ㈱日音 東芝イーエムアイ音楽出版㈱
アーティスト 小林　明子

受賞項目 金賞 銀賞 銅賞 国際賞 外国作品賞
第6回 作品名 命くれない 雪國 男と女のラブゲーム 宝島BGM CHA CHA CHA（ﾁｬﾁｬﾁｬ）
1988（昭和63）年 作詞者 吉岡　治 吉　幾三 魚住　勉 － G.BOIDO／（訳詞）今野雄二

作曲者 北原じゅん 吉　幾三／（編曲）京　建輔 馬飼野康二 羽田健太郎 B.REITANO/B.ROSELLINI/F.BALDONI/F.REITANO
音楽出版者 クラウン音楽出版㈱ ㈲幾三音楽出版 ㈱ミスターミュージック 日本テレビ音楽㈱ MANY EDIZIONI MUSICALI S.R.L 
アーティスト 瀬川　瑛子 吉　幾三 日野　美歌／葵　司朗

(S.P.)　㈱日音

第7回 作品名 命くれない 乾杯 無錫旅情 UFOロボグレンダイザー　BGM SHOW ME
1989（平成元）年 作詞者 吉岡　治 長渕　剛 中山大三郎 －

作曲者 北原じゅん 長渕　剛 中山大三郎 菊池俊輔
音楽出版者 クラウン音楽出版㈱ (財)ヤマハ音楽振興会 ㈱セントラル・ミュージック ㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版 SALSKI MUSIC 他
アーティスト 瀬川　瑛子 長渕　剛 尾形　大作

(S.P.)　㈱ハイノートパブリッシング

第8回 作品名 酒よ 乾杯 とんぼ THE LAST EMPEROR BGM TURN IT INTO LOVE（愛が止まらない）
1990（平成2）年 作詞者 吉　幾三 長渕　剛 長渕　剛 －

作曲者 吉　幾三 長渕　剛 長渕　剛 坂本龍一
音楽出版者 ㈲幾三音楽出版 (財)ヤマハ音楽振興会

㈱ユイ音楽出版
㈱日音
(財)ヤマハ音楽振興会

－ ALL BOYS MUSIC
(S.P.)　㈱フジパシフィック音楽出版

アーティスト 吉　幾三 長渕　剛 長渕　剛

A.CABRERA/B.KHOZOURI/A.MORAN/A.TRIPOLI
／

M.AITKEN/M.STOCK/P.A.WATERMAN

1982～2012年までの
JASRAC賞受賞作品一覧



受賞項目 金賞 銀賞 銅賞 国際賞 外国作品賞

第9回 作品名 乾杯 ふたりの大阪 おとるポンポコリン CAT'S EYE  BGM WHEN YOU WISH UPON A STAR(星に願いを）
1991（平成3）年 作詞者 長渕　剛 吉岡　治 さくらももこ － N.WASHINGTON／（訳詞）島村葉二

作曲者 長渕　剛 市川昭介 織田哲郎 大谷和夫 L.HARLINE
音楽出版者 (財)ヤマハ音楽振興会

㈱ユイ音楽出版
㈱サンミュージック出版 日本アニメ音楽出版㈱ 日本テレビ音楽㈱ BOURNE.CO.

(S.P.)　㈱ハイノートパブリッシング
アーティスト 長渕　剛 都　はるみ／宮崎　雅 Ｂ．Ｂ．クィーンズ

第10回 作品名 ラブ・ストーリーは突然に 愛は勝つ 乾杯 聖闘士星矢（ｾｲﾝﾄｾｲﾔ）　BGM MOON RIVER（ﾑｰﾝﾘﾊﾞｰ）
1992（平成4）年 作詞者 小田和正 KAN 長渕　剛 － J.MERCER／（訳詞）駿河あきら/吉田　旺

作曲者 小田和正 KAN 長渕　剛 青山菁児 H.MANCINI
音楽出版者 ㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版

㈱ｸﾗﾌﾞ・ﾊｳｽ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰｽﾞ
㈱ﾃﾚﾋﾞ朝日ﾐｭｰｼﾞｯｸ
㈱ﾕﾆｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｭｰｼﾞｯｸ

(財)ヤマハ音楽振興会
㈱ユイ音楽出版

㈱テレビ朝日ミュージック FAMOUS MUSIC CORP.
(S.P.)　㈱日音

アーティスト 小田和正 KAN 長渕　剛

作品名 SAY YES 僕はこの瞳で嘘をつく 君がいるだけで THE MIRACLE PLANET ON STRINGS
（地球大紀行）

WHEN YOU WISH UPON A STAR(星に願いを）

作詞者 飛鳥　涼 飛鳥　涼 米米CLUB － N.WASHINGTON／（訳詞）島村葉二
作曲者 飛鳥　涼 飛鳥　涼 米米CLUB 吉川 洋一郎 L.HARLINE
音楽出版者 ㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版

(財)ヤマハ音楽振興会
(財)ヤマハ音楽振興会 ㈱ｹｰ・ﾃﾞｭｰ・ｼｰ ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰ

㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版
㈱日本放送出版協会 BOURNE.CO.

(S.P.)　㈱ハイノートパブリッシング
アーティスト ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡ ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡ 米米CLUB

作品名 世界中の誰よりきっと 真夏の夜の夢 負けないで 魔法のプリンセスミンキーモモ ANDERLECHT CHAMPION(OLE OLE OLE)
(WE ARE THE CHAMP)

作詞者 上杉　昇/中山美穂 松任谷由実 坂井泉水 － J.DEJA
作曲者 織田哲郎 松任谷由実 織田哲郎 高田　弘 ARMATH
音楽出版者 ㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版

㈱ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰｽﾞ
㈱日音
㈲雲母音楽出版

㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版
㈱ビーイング －

HANS KUSTERS MUSIC NV
(S.P.)　㈱フジパシフィック音楽出版

アーティスト 中山美穂＆WANDS 松任谷由実 ＺＡＲＤ

作品名 survival dAnce イノセントワールド BOY MEETS GIRL キャプテン翼　BGM ANDERLECHT CHAMPION(OLE OLE OLE)
(WE ARE THE CHAMP)

作詞者 小室哲哉 桜井和寿 小室哲哉 － J.DEJA
作曲者 小室哲哉 桜井和寿 小室哲哉 飛澤宏元 ARMATH
音楽出版者 ㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版

㈱ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ
㈱おもちゃ工房音楽出版 ㈱プライム・ディレクション ㈱日音

㈱ﾃﾚﾋﾞ東京ﾐｭｰｼﾞｯｸ
HANS KUSTERS MUSIC NV
(S.P.)　㈱フジパシフィック音楽出版

アーティスト ｔｒｆ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ ｔｒｆ

作品名 WOW WAR TONIGHT CRAZY GONNA CRAZY OVERNIGHT SENSATION ジャングル・ブック少年モーグリ　BGM WHEN YOU WISH UPON A STAR
(星に願いを）

作詞者 小室哲哉 小室哲哉 小室哲哉 － N.WASHINGTON／（訳詞）島村葉二
作曲者 小室哲哉 小室哲哉 小室哲哉 島津秀雄 L.HARLINE
音楽出版者 ㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版

㈱吉本音楽出版
㈱メディアプルポ ㈱プライム・ディレクション 日本アニメ音楽出版㈱ BOURNE.CO.

(S.P.)　㈱ハイノートパブリッシング
アーティスト Ｈ Ｊｕｎｇｌｅ Ｗｉｔｈ ｔ ｔｒｆ ｔｒｆ

第15回 作品名 DEPARTURES 名もなき詩 I'm proud 新ルパン三世　BGM FLY ME TO THE MOON
1997（平成9）年 作詞者 小室哲哉 桜井和寿 小室哲哉 －

作曲者 小室哲哉 桜井和寿 小室哲哉 大野　雄二
音楽出版者 ㈱プライム・ディレクション ㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版

㈱烏龍舎音楽出版
㈱プライム・ディレクション 日本テレビ音楽㈱ HAMPSHIRE HOUSE PUBLISHING CORP.

(S.P.)　ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン㈱
アーティスト ｇｌｏｂｅ Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ 華原朋美

B.HOWARD／（訳詞）漣　健児

第13回
1995（平成7）年

第11回
1993（平成5）年

第12回
1994（平成6）年

第14回
1996（平成8）年



受賞項目 金賞 銀賞 銅賞 国際賞 外国作品賞

第16回 作品名 CAN YOU CELEBRATE? FACE HOWEVER 美少女戦士セーラームーン　BGM WHEN YOU WISH UPON A STAR(星に願いを）
1998（平成10）年 作詞者 小室哲哉 小室哲哉／MARC TAKURO － N.WASHINGTON／（訳詞）島村葉二

作曲者 小室哲哉 小室哲哉 TAKURO 有澤孝紀 L.HARLINE
音楽出版者 ㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版

㈱ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ
㈱ﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰｽﾞ

㈱ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰｽﾞ
㈱ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ
㈱ｿｲﾂｧｰﾐｭｰｼﾞｯｸ
㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版

㈱ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰｽﾞ
㈱ｴｸｽﾀｼｰ音楽出版

㈱テレビ朝日ミュージック BOURNE.CO.
(S.P.)　㈱ハイノートパブリッシング

レコード会社等 製作：エイベックス㈱
販売：日本クラウン㈱

製作：エイベックス㈱
販売：日本クラウン㈱

製作：ポリドール㈱
販売：ポリグラム㈱

アーティスト 安室　奈美恵 ｇｌｏｂｅ ＧＬＡＹ

第17回 作品名 Time goes by White　Love もののけ姫　BGM アタックNo.1　BGM WHEN YOU WISH UPON A STAR(星に願いを）
1999（平成11）年 作詞者 五十嵐　充 伊秩弘将 － － N.WASHINGTON／（訳詞）島村葉二

作曲者 五十嵐　充 伊秩弘将 久石　譲 渡辺　岳夫 L.HARLINE
音楽出版者 ㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版

㈱ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ
㈱ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰｽﾞ

㈱おもちゃ工房音楽出版
㈱ﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰｽﾞ
㈱ｱﾜｰｿﾝｸﾞｽ

㈱徳間書店
㈱ワンダーシティ

BOURNE.CO.
(S.P.)　㈱ハイノートパブリッシング

レコード会社等 製作：エイベックス㈱
販売：㈱ｴｲﾍﾞｯｸｽ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝ

製作：㈱トイズファクトリー
販売：㈱バップ

製作：㈱徳間書店ｽﾀｼﾞｵｼﾞﾌﾞﾘｶﾝ
ﾊﾟﾆｰ
販売：㈱徳間ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

アーティスト Ｅｖｅｒｙ Ｌｉｔｔｌｅ Ｔｈｉｎｇ SPEED

第18回 作品名 Automatic ｔｉｍｅ ｗｉｌｌ ｔｅｌｌ だんご３兄弟 美少女戦士セーラームーン　BGM ALL YOU NEED IS LOVE
2000（平成12）年 作詞者 Utada Hikaru Utada Hikaru 佐藤雅彦／内野真澄 －

作曲者 Utada Hikaru Utada Hikaru 内野真澄／堀江由朗 有澤孝紀
音楽出版者 ㈱グローバル・ライツ ㈱グローバル・ライツ ㈱日本放送出版協会 ㈱テレビ朝日ミュージック NORTHERN SONGS.LTD

MACLEN MUSIC LTD
(S.P.) ㈱グローバル・ライツ
         イーエムアイ音楽出版㈱

レコード会社等 製作・販売：東芝ｲｰｴﾑｱｲ㈱ 製作・販売：東芝ｲｰｴﾑｱｲ㈱ 製作・販売：㈱ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ
（番組製作：NHKｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ）

アーティスト 宇多田ヒカル 宇多田ヒカル 速水けんたろう・茂森あゆみ

第19回 作品名 TSUNAMI SEASONS ＬＯＶＥマシーン 美少女戦士セーラームーン　BGM LIVIN'LA VIDA LOCA (副題：GOLD FINGER 99)
2001（平成13）年 作詞者 桑田佳祐 浜崎あゆみ つんく －

作曲者 桑田佳祐 Ｄ・Ａ・Ｉ つんく 有澤孝紀
音楽出版者 ㈱アミューズ

㈱セブンノーツ
㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版
㈱ﾊﾞｰﾆﾝｸﾞﾊﾟﾌﾞﾘｯｼｬｰｽﾞ
㈱ﾌﾟﾗｲﾑ・ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ

㈱アップフロント音楽出版
㈱吉本音楽出版
㈱テレビ東京ミュージック
㈱電通音楽出版

㈱テレビ朝日ミュージック UNIVERSAL POLYGRAM INT'L PUBLISHING INC
A
PHANTOM VOX PUBLISHING
(S.P.)　㈱ユニバーサル・ミュージック・パブリッシン
グ

レコード会社等 製作・販売：ﾋﾞｸﾀｰｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱ 製作：エイベックス㈱
販売：㈱ｴｲﾍﾞｯｸｽ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮ

販売：㈱ｿﾆｰ・ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒ
ﾝﾄ

アーティスト サザンオールスターズ 浜崎あゆみ モーニング娘。

第20回 作品名 Everything Can You Keep A Secret? らいおんハート ポケットモンスターBGM STAND BY ME
2002（平成14）年 作詞者 ＭＩＳＩＡ 宇多田ヒカル 野島伸司 －

作曲者 松本俊明 宇多田ヒカル コモリタミノル 宮崎慎二
音楽出版者 ㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版

㈱ﾘｽﾞﾒﾃﾞｨｱﾐｭｰｼﾞｯｸ
㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版
㈲ユースリー・ミュージック

日本テレビ音楽㈱
㈱ジャニーズ音楽出版

㈱テレビ東京ミュージック
㈱小学館ﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ
㈱メディアファクトリー

JERRY LEIBER MUSIC,MIKE STOLLER
MUSIC,MIC AND JERRY MUSIC LLC
(S.P.)　㈱ﾌｼﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ音楽出版
          (財)ヤマハ音楽振興会

レコード会社等 ㈱BMGファンファウス ㈱東芝イーエムアイ ﾋﾞｸﾀｰｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱
アーティスト ＭＩＳＩＡ 宇多田ヒカル SMAP

J.Lennon/P.McCartney

D.CHILD/R.ROSA

BEN E KING/JERRY LEIBER/MIKE STOLLER



受賞項目 金賞 銀賞 銅賞 国際賞 外国作品賞

第21回 作品名 千と千尋の神隠しBGM traveling 亜麻色の髪の乙女 ポケットモンスターBGM HIKARI
2003（平成15）年 作詞者 － 宇多田ヒカル 橋本　淳 － 宇多田ヒカル

作曲者 久石　譲 宇多田ヒカル すぎやまこういち 宮崎慎二 宇多田ヒカル
音楽出版者 ㈱徳間書店

㈱ワンダーシティ
イーエムアイ音楽出版㈱
㈲ユースリー・ミュージック

㈱セブンシーズミュージック
㈱ヴィーナストーン

㈱テレビ東京ミュージック
㈱小学館ﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ
㈱メディアファクトリー

WALT DISNEY MUSIC COMPANY
(S.P.)　(財)ヤマハ音楽振興会

レコード会社等 製作・販売：ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱製作・販売：東芝イーエムアイ㈱ 製作･販売：エイベックス㈱
㈱ｴｲﾍﾞｯｸｽ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝ

アーティスト 宇多田ヒカル ザ・ヴィレッジ・シンガーズ/島谷ひとみ

第22回 作品名 世界に一つだけの花 ドラゴンボールＺ BGM 亜麻色の髪の乙女 ポケットモンスターBGM ZOOM ZOOM ZOOM
2004（平成16）年 作詞者 槇原敬之 － 橋本　淳 －

作曲者 槇原敬之 菊池俊輔 すぎやまこういち 宮崎慎二
音楽出版者 ㈱ジャニーズ出版 ㈱フジパシフィック音楽出版 ㈱セブンシーズミュージック

㈱ヴィーナストーン
㈱テレビ東京ミュージック
㈱小学館ﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ
㈱メディアファクトリー

SERAPIS BEY MUSIC
(S.P.)　イーエムアイ音楽出版（株）

レコード会社等 製作・販売：ﾋﾞｸﾀｰｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱ 製作：東映アニメーション㈱
㈱集英社
㈱フジテレビジョン
販売：㈱ポニーキャニオン

製作･販売：エイベックス㈱
㈱ｴｲﾍﾞｯｸｽ・ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰｼｮﾝ

アーティスト SMAP ザ・ヴィレッジ・シンガーズ/島谷ひとみ

第23回 作品名 世界に一つだけの花 涙そうそう 機動戦士ガンダムSEED BGM ポケットモンスターBGM ZOOM ZOOM ZOOM
2005（平成17）年 作詞者 槇原敬之 森山良子 － －

作曲者 槇原敬之 BEGIN 佐橋俊彦 宮崎慎二
音楽出版者 ㈱ジャニーズ出版 （株）アミューズ

（株）金子音楽出版
（株）日音

サンライズ音楽出版㈱
㈱ミリカ・ミュージック

㈱テレビ東京ミュージック
㈱小学館ﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ
㈱メディアファクトリー

SERAPIS BEY MUSIC
(S.P.)　イーエムアイ音楽出版㈱

レコード会社等 製作・販売：ﾋﾞｸﾀｰｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱ 製作・販売：ﾋﾞｸﾀｰｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱ 製作･販売：バンダイビジュアル㈱
アーティスト SMAP 森山良子/BEGIN/夏川りみ

作品名 花 さくら 世界に一つだけの花 ポケットモンスターBGM ZOOM ZOOM ZOOM
2006（平成18）年 作詞者 ORANGE RANGE 吉田 大蔵 / 田中 亮

河野 健太 / 大塚 亮ニ
槇原敬之

－
作曲者 ORANGE RANGE 吉田 大蔵 / 田中 亮

河野 健太 / 大塚 亮ニ
槇原敬之 宮崎慎二

音楽出版者 ㈱スターダスト音楽出版
㈱日音
東宝ミュージック㈱

㈱テレビ朝日ミュージック
㈱トイズファクトリーミュージック

㈱ジャニーズ出版 ㈱テレビ東京ミュージック
㈱小学館ﾐｭｰｼﾞｯｸｱﾝﾄﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ
㈱メディアファクトリー

SERAPIS BEY MUSIC
(S.P.)　イーエムアイ音楽出版㈱

レコード会社等 製作：㈱ソニー・ミュージックレコー
ズ

製作：㈱トイズファクトリー
販売：㈱バップ

製作・販売：ﾋﾞｸﾀｰｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱

アーティスト ORANGE RANGE ケツメイシ SMAP

第25回 作品名 ハウルの動く城BGM 桜 粉雪 名探偵コナンBGM ZOOM ZOOM ZOOM
2007（平成19）年 作詞者 － 小渕 健太郎 / 黒田 俊介 藤巻 亮太 －

作曲者 久石 譲 小渕 健太郎 / 黒田 俊介 藤巻 亮太 大野 克夫
音楽出版者 ㈱スタジオジブリ

㈱ワンダーシティ
㈱ワーナーミュージックジャパン
㈱ミノスケ
㈱エムシーキャビン音楽出版
㈱フジパシフィック音楽出版

㈱フジパシフィック音楽出版
㈱スターダスト音楽出版
㈲烏龍舎音楽出版

㈱読売テレビエンタープライズ
㈱トムス・エンタテインメント
㈱ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

SERAPIS BEY MUSIC
(S.P.)　イーエムアイ音楽出版㈱

レコード会社等 製作・販売：ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
㈱

製作・販売：㈱ﾜｰﾅｰﾐｭｰｼﾞｯｸ・ｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ

製作・販売：ﾋﾞｸﾀｰｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ㈱

アーティスト コブクロ レミオロメン

JOAO CARLOS ROSMAN

JOAO CARLOS ROSMAN

JOAO CARLOS ROSMAN

第24回

JOAO CARLOS ROSMAN



受賞項目 金賞 銀賞 銅賞 国際賞 外国作品賞

第26回 作品名 Flavor Of Life エヴァンゲリオンBGM Ｌｏｖｅｒｓ Ａｇａｉｎ ドラゴンボールZ BGM （TV） ZOOM ZOOM ZOOM
2008（平成20）年 作詞者 宇多田 ヒカル － 松尾　潔 －

作曲者 宇多田 ヒカル 鷺巣　詩郎 Jin Nakamura 菊池 俊輔
音楽出版者 ㈱日音

㈲ユースリー・ミュージック
㈱テレビ東京ミュージック
㈱セブンシーズミュージック

エイベックス・エンタテインメント㈱ ㈱フジパシフィック音楽出版 SERAPIS BEY MUSIC
(S.P.)　イーエムアイ音楽出版㈱

レコード会社等 製作・販売：㈱EMIﾐｭｰｼﾞｯｸ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 製作・販売：キングレコード 製作・販売：ｴｲﾍﾞｯｸｽ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱
アーティスト 宇多田 ヒカル EXILE

第27回 作品名 そばにいるね 創聖のアクエリオン キセキ 「明日のナージャ」BGM ZOOM ZOOM ZOOM
2009（平成21）年 作詞者 SoulJa 岩里　祐穂

菅野　よう子
GReeeeN －

作曲者 SoulJa 菅野　よう子 GReeeeN 奥　慶一

音楽出版者 （株）テレビ東京ミュージック （株）テレビ東京ミュージック （株）日音
（株）ライトソング音楽出版
東映アニメーション音楽出版（株）

SERAPIS BEY MUSIC
(S.P.)　イーエムアイ音楽出版㈱

レコード会社等
ユニバーサルミュージック合同会社 ビクターエンタテインメント（株）

（株）フライングドッグ
ユニバーサルミュージック合同会社

アーティスト 青山テルマ feat. SoulJa AKINO GReeeeN

第28回 作品名 キセキ Ti Amo 残酷な天使のテーゼ 「「ドラえもん」BGM ALL YOU NEED IS LOVE
2010（平成22）年 作詞者 GReeeeN 松尾　潔 及川　眠子 －

作曲者 GReeeeN
Jin Nakamura
松尾　潔

佐藤　英敏 菊池　俊輔

音楽出版者 ㈱日音 エイベックス・エンタテインメント㈱ ㈱テレビ東京ミュージック ㈱テレビ朝日ミュージック NORTHERN SONGS LTD
MACLEN MUSIC LTD
(S.P.)　㈱ソニー・ミュージックパブリッシング
(S.P.)　イーエムアイ音楽出版㈱

レコード会社等 エイベックス・マーケティング㈱
アーティスト GReeeeN EXILE 高橋　洋子 ＴＨＥ　ＢＥＡＴＬＥＳ

第29回 作品名 残酷な天使のテーゼ Butterfly　 また君に恋してる バーバパパ世界をまわる ALL YOU NEED IS LOVE
2011（平成23）年 作詞者 及川　眠子 木村　カエラ 松井　五郎 －

作曲者 佐藤　英敏 末光　篤 森 正明 神尾　憲一
音楽出版者 ㈱テレビ東京ミュージック 株式会社　ソニー・ミュージック

アーティスツ
株式会社　日音 有限会社　ライトリンク・ミュージック NORTHERN SONGS LTD

MACLEN MUSIC LTD
(S.P.)　㈱ソニー・ミュージックパブリッシング

レコード会社等
アーティスト 高橋　洋子 木村　カエラ ビリー・バンバン/坂本冬美 ＴＨＥ　ＢＥＡＴＬＥＳ

第30回 作品名 ヘビーローテーション ポニーテールとシュシュ Ｂｅｇｉｎｎｅｒ 「ドラえもん」Ｂ.Ｇ.Ｍ. SHALL WE DANCE
2012（平成24）年 作詞者 秋元 康 秋元 康 秋元 康 － OSCAR HAMMERSTEIN II

作曲者 山崎 燿 多田 慎也 井上 ヨシマサ 菊池 俊輔 RICHARD RODGERS
音楽出版者 ㈱ＡＫＳ ㈱ＡＫＳ ㈱ＡＫＳ ㈱テレビ朝日ミュージック WILLIAMSON MUSIC COMPANY

（S.P.）　㈱フジパシフィック音楽出版　　　
（S.P.）　㈱ヤマハミュージックパブリッシング

レコード会社等 キングレコード㈱ キングレコード㈱ キングレコード㈱ 　
アーティスト ＡＫＢ４８ ＡＫＢ４８ ＡＫＢ４８

JOHN WINSTON　LENNON
PAUL JAMES　MCCARTNEY

JOAO CARLOS ROSMAN

JOAO CARLOS ROSMAN

JOHN WINSTON　LENNON
PAUL JAMES　MCCARTNEY


