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国内作品分配額第1位
『恋』
作 詞 者 星野 源
作 曲 者 星野 源
音楽出版者 株式会社 日音

同2位
『ドラゴンクエスト序曲』
作 曲 者 すぎやま こういち
音楽出版者 スギヤマ工房 有限会社

同３位
『UFO』
作 詞 者 阿久 悠
作 曲 者 都倉 俊一
音楽出版者 日本テレビ音楽 株式会社

海外からの入金が最も多かった国内作品
『ドラゴンボールZ BGM（TV）』
作 曲 者 菊池 俊輔
音楽出版者 株式会社 フジパシフィックミュージック

外国作品分配額第１位
『DAYDREAM BELIEVER』

作 詞 者 JOHN C. STEWART 

作 曲 者 JOHN C. STEWART 

SCREEN GEMS EMI MUSIC INC

イーエムアイ音楽出版 株式会社
フジパシフィック事業部
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今年の受賞作品は
星野源さんが作詞・作曲を手がけた『恋』が「金賞」を受賞しました。同作品は、星野さんが出演したテレビドラマの

主題歌として人気を博し、エンディングシーンのダンスの振付は「恋ダンス」として大きな話題を呼ぶなど、インタラクティブ
配信やカラオケを中心に幅広い分野で利用されました。

「銀賞」の『ドラゴンクエスト序曲』は、人気ゲーム「ドラゴンクエスト」シリーズのCMに継続して利用され、昨年の
「銅賞」に続く受賞となりました。

「銅賞」は、1977年にレコードで発売開始された『UFO』が、携帯電話会社のCMに利用されたことなどから、
1982年創設のJASRAC賞初受賞となりました。

「国際賞」は、世代を超えて愛されているアニメ作品の楽曲『ドラゴンボールZ BGM（TV）』が、海外でも根強い
人気を誇り、2008年、2015年に続いて3度目の受賞となりました。

「外国作品賞」には、昨年に続き『DAYDREAM BELIEVER』が輝きました。

JASRAC賞とは
前年度のJASRACからの著作物使用料の分配額が多かった国内の上位3作品に「金賞」「銀賞」「銅賞」を、

海外の著作権管理団体からの入金が最も多かった国内作品に「国際賞」を、分配額が最も多かった外国作品に
「外国作品賞」を贈り、それぞれの著作者と音楽出版者の功績と栄誉を称え顕彰するもので、1982年に創設、
今年で36回目を迎えます。
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作品名 作詞者 作曲者 音楽出版者

1 恋 星野 源 星野 源 ㈱日音

2 ドラゴンクエスト序曲 - すぎやま こういち スギヤマ工房㈲

3 UFO 阿久 悠 都倉 俊一 日本テレビ音楽㈱

4 糸 中島 みゆき 中島 みゆき ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

5 BLUE FUNK - 齋藤 資典 ㈱テレビ朝日ミュージック

6 ペンパイナッポーアッポーペン ピコ太郎 ピコ太郎 エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱

7 ひまわりの約束 秦 基博 秦 基博 ㈱テレビ朝日ミュージック

8 前前前世 野田 洋次郎 野田 洋次郎 ㈲voque ting

9 キセキ GReeeeN GReeeeN ㈱日音

10 LOVE LOVE LOVE 吉田 美和 中村 正人 ㈲エウロパミュージックパブリッシャーズ

国内作品 ベスト10

今年の国内作品ベスト10は、昨年金賞を受賞した「糸」（4位）やカラオケで人気の作品（7位、8位、9位）が
健在ぶりを示しました。インタラクティブ配信で人気となった作品（6位）が上位に躍進したほか、テレビ番組やCMで
利用された作品（5位、10位）がランクインしました。
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Sheet1

				作品名 サクヒン メイ		作詞者 サクシシャ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン シャ

		1		恋 コイ		星野 源		星野 源		㈱日音 ニチ オト

		2		ドラゴンクエスト序曲		-		すぎやま こういち		スギヤマ工房㈲

		3		UFO		阿久 悠		都倉 俊一		日本テレビ音楽㈱

		4		糸		中島 みゆき		中島 みゆき		㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

		5		BLUE FUNK		-		齋藤 資典		㈱テレビ朝日ミュージック

		6		ペンパイナッポーアッポーペン		ピコ太郎		ピコ太郎 		エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱

		7		ひまわりの約束		秦 基博		秦 基博		㈱テレビ朝日ミュージック

		8		前前前世		野田 洋次郎		野田 洋次郎		㈲voque ting

		9		キセキ		GReeeeN		GReeeeN		㈱日音

		10		LOVE LOVE LOVE		吉田 美和		中村 正人		㈲エウロパミュージックパブリッシャーズ
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インタラクティブ配信
ベスト10

カラオケ
ベスト10

作品名
（アーティスト名） 作詞者 作曲者 音楽出版者

1 恋
（星野 源） 星野 源 星野 源 ㈱日音

2 ペンパイナッポーアッポーペン
（ピコ太郎）  ピコ太郎  ピコ太郎 エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱

3 糸
（中島 みゆき） 中島 みゆき 中島 みゆき ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

4 Committed RED
（T.M.Revolution） 井上 秋緒 浅倉 大介 ㈱ソニー・ミュージックパブリッシング

5 好きな人がいること
（JY）

JY
山本 加津彦 山本 加津彦 ㈱フジパシフィックミュージック

6 キセキ
（GReeeeN） GReeeeN GReeeeN ㈱日音

7 サイレントマジョリティー
（欅坂４６） 秋元 康 バグベア ㈱ソニー・ミュージックパブリッシング 

8 トリセツ
（西野 カナ） Kana Nishino

DJ Mass (VIVID Neon*)
Shoko Mochiyama

etsuco
日本テレビ音楽㈱

9 ひまわりの約束
（秦 基博） 秦 基博 秦 基博 ㈱テレビ朝日ミュージック

10 花束を君に
（宇多田 ヒカル） 宇多田 ヒカル 宇多田 ヒカル ㈱NHK出版

作品名
（アーティスト） 作詞者 作曲者 音楽出版者

1 糸
（中島 みゆき） 中島 みゆき 中島 みゆき ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

2 恋
（星野 源） 星野 源 星野 源 ㈱日音

3 前前前世
（RADWIMPS） 野田 洋次郎 野田 洋次郎 ㈲voque ting

4 奏（かなで）
（スキマスイッチ）

大橋 卓弥
常田 真太郎

大橋 卓弥
常田 真太郎 ㈲オーガスタパブリッシング

5 海の声
（浦島 太郎（桐谷 健太）、BEGIN） 篠原 誠 島袋 優（BEGIN） ㈱アミューズ

6 ひまわりの約束
（秦 基博） 秦 基博 秦 基博 ㈱テレビ朝日ミュージック

7 ハナミズキ
（一青 窈） 一青 窈 マシコタツロウ 日本テレビ音楽㈱

8 小さな恋のうた
（MONGOL 800） 上江洌 清作 MONGOL 800 ㈱ハイウェーブ

9 栄光の架橋
（ゆず） 北川 悠仁 北川 悠仁 ㈱NHK出版

10 残酷な天使のテーゼ
（高橋 洋子） 及川 眠子 佐藤 英敏 ㈱テレビ東京ミュージック 5


国内作品ベスト10

				作品名 サクヒン メイ		作詞者 サクシシャ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン シャ

		1		恋 コイ		星野 源		星野 源		㈱日音 ニチ オト

		2		ドラゴンクエスト序曲		-		すぎやま こういち		スギヤマ工房㈲

		3		UFO		阿久 悠		都倉 俊一		日本テレビ音楽㈱

		4		糸		中島 みゆき		中島 みゆき		㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

		5		BLUE FUNK		-		齋藤 資典		㈱テレビ朝日ミュージック

		6		ペンパイナッポーアッポーペン		ピコ太郎		ピコ太郎 		エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱

		7		ひまわりの約束		秦 基博		秦 基博		㈱テレビ朝日ミュージック

		8		前前前世		野田 洋次郎		野田 洋次郎		㈲ｖｏｑｕｅ　ｔｉｎｇ

		9		キセキ		GReeeeN		GReeeeN		㈱日音

		10		LOVE LOVE LOVE		吉田 美和		中村 正人		㈲エウロパミュージックパブリッシャーズ







インタラクティブ配信ベスト10

				作品名
（アーティスト名） サクヒン メイ メイ		作詞者 サクシシャ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン シャ

		1		恋
（星野 源） コイ		星野 源		星野 源		㈱日音 ニチ オト

		2		ペンパイナッポーアッポーペン
（ピコ太郎）		 ピコ太郎		 ピコ太郎		エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱

		3		糸
（中島 みゆき）		中島 みゆき		中島 みゆき		㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

		4		Committed RED
（T.M.Revolution）		井上 秋緒		浅倉 大介		㈱ソニー・ミュージックパブリッシング

		5		好きな人がいること
（JY）		JY
山本 加津彦		山本 加津彦		㈱フジパシフィックミュージック

		6		キセキ
（GReeeeN）		GReeeeN		GReeeeN		㈱日音

		7		サイレントマジョリティー
（欅坂４６）		秋元 康		バグベア		㈱ソニー・ミュージックパブリッシング 

		8		トリセツ
（西野 カナ） ニシノ		Kana Nishino		DJ Mass (VIVID Neon*)
Shoko Mochiyama
etsuco		日本テレビ音楽㈱

		9		ひまわりの約束
（秦 基博）		秦 基博		秦 基博		㈱テレビ朝日ミュージック

		10		花束を君に
（宇多田 ヒカル）		宇多田 ヒカル		宇多田 ヒカル		㈱NHK出版





カラオケベスト10

				作品名
（アーティスト） サクヒン メイ		作詞者 サクシシャ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン シャ

		1		糸
（中島 みゆき）		中島 みゆき		中島 みゆき		㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

		2		恋
（星野 源）		星野 源		星野 源		㈱日音

		3		前前前世
（RADWIMPS）		野田 洋次郎		野田 洋次郎		㈲ｖｏｑｕｅ　ｔｉｎｇ

		4		奏
（スキマスイッチ） カナ		大橋 卓弥
常田 真太郎		大橋 卓弥
常田 真太郎		㈲オーガスタパブリッシング

		5		海の声
（浦島 太郎（桐谷 健太）、BEGIN）		篠原 誠		島袋 優（BEGIN）		㈱アミューズ

		6		ひまわりの約束
（秦 基博）		秦 基博		秦 基博		㈱テレビ朝日ミュージック

		7		ハナミズキ
（一青 窈）		一青 窈		マシコタツロウ		日本テレビ音楽㈱

		8		小さな恋のうた
（MONGOL 800）		上江洌 清作		MONGOL 800		㈱ハイウェーブ音楽出版

		9		栄光の架橋
（ゆず）		北川 悠仁		北川 悠仁		㈱NHK出版

		10		残酷な天使のテーゼ
（高橋 洋子）		及川 眠子		佐藤 英敏		㈱テレビ東京ミュージック





外国入金国内作品ベスト5

				作品名 サクヒン メイ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン シャ

		1		ドラゴンボールZ BGM(TV)		菊池 俊輔		㈱フジパシフィックミュージック

		2		進撃の巨人BGM		澤野 弘之		㈱ポニーキャニオン音楽出版

		3		ポケットモンスターBGM		宮崎 慎二		㈱テレビ東京ミュージック

		4		OP.1		池田 亮司		-

		5		劇場版ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ鳳凰の巫女BGM		高梨 康治		㈱テレビ東京ミュージック





外国作品ベスト5

				作品名 サクヒン メイ		作詞者（O.A.）、作曲者（O.C.）、訳詞者（S.A.）、オリジナルパブリッシャー（O.P.）、サブパブリッシャー（S.P.） サクシシャ サッキョクシャ ヤクシ シャ

		1		DAYDREAM BELIEVER		O.C.&O.A.		JOHN C. STEWART

						O.P.		SCREEN GEMS EMI MUSIC INC

						S.P.		イーエムアイ音楽出版㈱フジパシフィック事業部 ジギョウ ブ

		2		WHAT DO YOU MEAN		O.C.		JUSTIN DREW.BIEBER

						O.C.&O.A.		MASON DAVID.LEVY

						O.A.		JASON P D.BOYD

						O.P.		ARTIST PUBLISHING GROUP WEST 301/373 /  BIEBER TIME PUBLISHING / POO B Z PUBLISHING INC / HITCO SOUTH

						S.P.		ワーナー・チャペル音楽出版㈱ / ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス / ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング（同）/ シンコーミュージック・エンタテイメント

		3		Y M C A		O.C.		JACQUES MORALI

						O.A.		HENRI BELOLO

						S.A.		VICTOR EDWARD. WILLIS 

						S.A.		あまがい りゅうじ

						O.P.		SCORPIO MUSIC

						S.P.		㈱フジパシフィックミュージック

		4		HAPPY		O.C.&O.A.		PHARRELL L.WILLIAMS

						O.P.		MORE WATER FROM NAZARETH 301 / EMI APRIL MUSIC INC 301 / UNIVERSAL PICTURES MUSIC

						S.P.1		イーエムアイ音楽出版㈱ / ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング（同） / シンコーミュージック・エンタテイメント

		5		PAPA LOVES MAMBO // 30 DAYS UNTIL I M FAMOUS		O.C.&O.A.		AL HOFFMAN

						O.C.&O.A.		DICK MANNING 

						O.A.		S BICKLEY REICHNER

						O.P.		SHAPIRO BERNSTEIN AND CO INC / MUSIC SALES CORPORATION / 

						S.P.		㈱シンコーミュージック・エンタテイメント / ㈱ミュージック・セールス 






国内作品ベスト10

				作品名 サクヒン メイ		作詞者 サクシシャ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン シャ

		1		恋 コイ		星野 源		星野 源		㈱日音 ニチ オト

		2		ドラゴンクエスト序曲		-		すぎやま こういち		スギヤマ工房㈲

		3		UFO		阿久 悠		都倉 俊一		日本テレビ音楽㈱

		4		糸		中島 みゆき		中島 みゆき		㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

		5		BLUE FUNK		-		齋藤 資典		㈱テレビ朝日ミュージック

		6		ペンパイナッポーアッポーペン		ピコ太郎		ピコ太郎 		エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱

		7		ひまわりの約束		秦 基博		秦 基博		㈱テレビ朝日ミュージック

		8		前前前世		野田 洋次郎		野田 洋次郎		㈲ｖｏｑｕｅ　ｔｉｎｇ

		9		キセキ		GReeeeN		GReeeeN		㈱日音

		10		LOVE LOVE LOVE		吉田 美和		中村 正人		㈲エウロパミュージックパブリッシャーズ







インタラクティブ配信ベスト10

				作品名
（アーティスト名） サクヒン メイ メイ		作詞者 サクシシャ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン シャ

		1		恋
（星野 源） コイ		星野 源		星野 源		㈱日音 ニチ オト

		2		ペンパイナッポーアッポーペン
（ピコ太郎）		 ピコ太郎		 ピコ太郎		エイベックス・ミュージック・パブリッシング㈱

		3		糸
（中島 みゆき）		中島 みゆき		中島 みゆき		㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

		4		COMMITTED　RED
（T.M.Revolution）		井上 秋緒		浅倉 大介		㈱ソニー・ミュージックパブリッシング

		5		好きな人がいること
（JY）		JY
山本　加津彦		山本　加津彦		㈱フジパシフィックミュージック

		6		キセキ
（GReeeeN）		GReeeeN		GReeeeN		㈱日音

		7		サイレントマジョリティー
（欅坂４６）		秋元 康		バグベア		㈱ソニー・ミュージックパブリッシング 

		8		トリセツ
（西野 カナ） ニシノ		Kana Nishino		DJ Mass (VIVID Neon*)
Shoko Mochiyama
etsuco		日本テレビ音楽㈱

		9		ひまわりの約束
（秦 基博）		秦 基博		秦 基博		㈱テレビ朝日ミュージック

		10		花束を君に
（宇多田 ヒカル）		宇多田 ヒカル		宇多田 ヒカル		㈱ＮＨＫ出版





カラオケベスト10

				作品名
（アーティスト） サクヒン メイ		作詞者 サクシシャ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン シャ

		1		糸
（中島 みゆき）		中島 みゆき		中島 みゆき		㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

		2		恋
（星野 源）		星野 源		星野 源		㈱日音

		3		前前前世
（RADWIMPS）		野田 洋次郎		野田 洋次郎		㈲voque ting

		4		奏（かなで）
（スキマスイッチ） カナ		大橋 卓弥
常田 真太郎		大橋 卓弥
常田 真太郎		㈲オーガスタパブリッシング

		5		海の声
（浦島 太郎（桐谷 健太）、BEGIN）		篠原 誠		島袋 優（BEGIN）		㈱アミューズ

		6		ひまわりの約束
（秦 基博）		秦 基博		秦 基博		㈱テレビ朝日ミュージック

		7		ハナミズキ
（一青 窈）		一青 窈		マシコタツロウ		日本テレビ音楽㈱

		8		小さな恋のうた
（MONGOL 800）		上江洌 清作		MONGOL 800		㈱ハイウェーブ

		9		栄光の架橋
（ゆず）		北川 悠仁		北川 悠仁		㈱NHK出版

		10		残酷な天使のテーゼ
（高橋 洋子）		及川 眠子		佐藤 英敏		㈱テレビ東京ミュージック





外国入金国内作品ベスト5

				作品名 サクヒン メイ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン シャ

		1		ドラゴンボールZ BGM(TV)		菊池 俊輔		㈱フジパシフィックミュージック

		2		進撃の巨人BGM		澤野 弘之		㈱ポニーキャニオン音楽出版

		3		ポケットモンスターBGM		宮崎 慎二		㈱テレビ東京ミュージック

		4		OP.1		池田 亮司		-

		5		劇場版ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ鳳凰の巫女BGM		高梨 康治		㈱テレビ東京ミュージック





外国作品ベスト5

				作品名 サクヒン メイ		作詞者（O.A.）、作曲者（O.C.）、訳詞者（S.A.）、オリジナルパブリッシャー（O.P.）、サブパブリッシャー（S.P.） サクシシャ サッキョクシャ ヤクシ シャ

		1		DAYDREAM BELIEVER		O.C.&O.A.		JOHN C. STEWART

						O.P.		SCREEN GEMS EMI MUSIC INC

						S.P.		イーエムアイ音楽出版㈱フジパシフィック事業部 ジギョウ ブ

		2		WHAT DO YOU MEAN		O.C.		JUSTIN DREW.BIEBER

						O.C.&O.A.		MASON DAVID.LEVY

						O.A.		JASON P D.BOYD

						O.P.		ARTIST PUBLISHING GROUP WEST 301/373 /  BIEBER TIME PUBLISHING / POO B Z PUBLISHING INC / HITCO SOUTH

						S.P.		ワーナー・チャペル音楽出版㈱ / ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス / ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング（同）/ シンコーミュージック・エンタテイメント

		3		Y M C A		O.C.		JACQUES MORALI

						O.A.		HENRI BELOLO

						S.A.		VICTOR EDWARD. WILLIS 

						S.A.		あまがい りゅうじ

						O.P.		SCORPIO MUSIC

						S.P.		㈱フジパシフィックミュージック

		4		HAPPY		O.C.&O.A.		PHARRELL L.WILLIAMS

						O.P.		MORE WATER FROM NAZARETH 301 / EMI APRIL MUSIC INC 301 / UNIVERSAL PICTURES MUSIC

						S.P.1		イーエムアイ音楽出版㈱ / ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング（同） / シンコーミュージック・エンタテイメント

		5		PAPA LOVES MAMBO // 30 DAYS UNTIL I M FAMOUS		O.C.&O.A.		AL HOFFMAN

						O.C.&O.A.		DICK MANNING 

						O.A.		S BICKLEY REICHNER

						O.P.		SHAPIRO BERNSTEIN AND CO INC / MUSIC SALES CORPORATION / 

						S.P.		㈱シンコーミュージック・エンタテイメント / ㈱ミュージック・セールス 







6

外国入金 国内作品 ベスト10

作品名 作詞者 作曲者 音楽出版者

1 ドラゴンボールZ BGM（TV） - 菊池 俊輔 ㈱フジパシフィックミュージック

2 進撃の巨人BGM - 澤野 弘之 ㈱ポニーキャニオン音楽出版

3 ポケットモンスターBGM - 宮崎 慎二 ㈱テレビ東京ミュージック

4 op.1 - 池田 亮司 -

5 劇場版ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　鳳凰の巫女BGM - 高梨 康治 ㈱テレビ東京ミュージック

6 TEARS 白鳥 瞳
YOSHIKI YOSHIKI ㈱ジャパンミュージックエージェンシー

7 家なき子BGM - 渡辺 岳夫 日本テレビ音楽㈱

8 PAC-MAN AND THE GHOSTLY ADVENTURES BGM - Tetsuya Takahashi ㈱バンダイナムコアーツ　

9 名犬ジョリイBGM - 小森 昭宏 コロムビアソングス㈱

10 映画ドラえもん新・のび太の大魔境～ペコと５人の探検隊～BGM - 沢田 完 ㈱小学館ミュージックアンドデジタルエンタテイメント

6


Sheet1

				作品名 サクヒン メイ		作詞者 サクシシャ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン シャ

		1		ドラゴンボールZ BGM（TV）		-		菊池 俊輔		㈱フジパシフィックミュージック

		2		進撃の巨人BGM		-		澤野 弘之		㈱ポニーキャニオン音楽出版

		3		ポケットモンスターBGM		-		宮崎 慎二		㈱テレビ東京ミュージック

		4		op.1		-		池田 亮司		-

		5		劇場版ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　鳳凰の巫女BGM		-		高梨 康治		㈱テレビ東京ミュージック

		6		TEARS		白鳥 瞳
YOSHIKI		YOSHIKI		㈱ジャパンミュージックエージェンシー

		7		家なき子BGM		-		渡辺 岳夫 		日本テレビ音楽㈱

		8		PAC-MAN AND THE GHOSTLY ADVENTURES BGM		-		Tetsuya Takahashi		㈱バンダイナムコアーツ　

		9		名犬ジョリイBGM		-		小森 昭宏		コロムビアソングス㈱

		10		映画ドラえもん新・のび太の大魔境～ペコと５人の探検隊～BGM		-		沢田 完		㈱小学館ミュージックアンドデジタルエンタテイメント
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外国作品 ベスト10
作品名

O.A.&O.C. JOHN C. STEWART
O.P. SCREEN GEMS EMI MUSIC INC
S.P. イーエムアイ音楽出版㈱フジパシフィック事業部
O.A. JASON BOYD

O.A.&O.C. MASON DAVID.LEVY
O.C. JUSTIN BIEBER

O.P. ARTIST PUBLISHING GROUP WEST /  BIEBER TIME PUBLISHING /
POO B Z PUBLISHING INC / HITCO SOUTH

S.P. ワーナー・チャペル音楽出版㈱ / ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス /
ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング(同)/ ㈱シンコーミュージック・エンタテイメント

O.A. HENRI BELOLO
O.C. JACQUES MORALI
S.A. VICTOR EDWARD. WILLIS 
S.A. あまがい りゅうじ
O.P. SCORPIO MUSIC
S.P. ㈱フジパシフィックミュージック

O.A.&O.C. PHARRELL L.WILLIAMS

O.P. MORE WATER FROM NAZARETH  / EMI APRIL MUSIC INC  /
UNIVERSAL PICTURES MUSIC

S.P. イーエムアイ音楽出版㈱ / ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング(同) /
㈱シンコーミュージック・エンタテイメント

O.A.&O.C. AL HOFFMAN
O.A.&O.C. DICK MANNING 

O.A. S BICKLEY REICHNER
O.P. SHAPIRO BERNSTEIN AND CO INC / MUSIC SALES CORPORATION 
S.P. ㈱シンコーミュージック・エンタテイメント / ㈱ミュージック・セールス 
O.A. MICHAEL CARR 
O.A. JACK GOLDEN 
O.C. ANTON KARAS 
S.A. なかにし 礼
O.P. CHAPPELL AND CO LTD
S.P. ワーナー・チャペル音楽出版㈱ / ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

O.A.&O.C. JOHN DENVER
O.A.&O.C. TAFFY NIVERT
O.A.&O.C. BILL DANOFF

S.A. 麻生 たかし
O.P. BMG RUBY SONGS / RESERVOIR MEDIA MUSIC

S.P. ㈱フジパシフィックミュージック / ㈱ソニー・ミュージックパブリッシング　/
㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

O.A.&O.C. BOB CREWE
O.A.&O.C. BOB GAUDIO

O.P. SEASONS FOUR MUSIC / EMI LONGITUDE MUSIC
S.P. イーエムアイ音楽出版㈱

O.A.&O.C. ARY BARROSO
S.A. S. K. RUSSELL
O.P. IRMAOS VITALE SA  / SOUTHERN MUSIC PUBL CO INC
S.P. ㈱ピアーミュージック 
O.A. MILT GABLER
O.C. BERT KAEMPFERT
O.P. BERT KAEMPFERT MUSIC PUBLISHING GMBH / SCREEN GEMS EMI MUSIC INC
S.P. イーエムアイ音楽出版㈱フジパシフィック事業部

作詞者（O.A.）、作曲者（O.C.）、訳詞者（S.A.）、オリジナルパブリッシャー（O.P.）、サブパブリッシャー（S.P.）

DAYDREAM BELIEVER

WHAT DO YOU MEAN

Y M C A

HAPPY

PAPA LOVES MAMBO // 30 DAYS UNTIL I M FAMOUS

THE THIRD MAN THEME 

TAKE ME HOME COUNTRY ROADS

CAN T TAKE MY EYES OFF OF YOU

BRAZIL /ENGLISH VERSION ONLY/

LOVE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
7


内国作品

				作品コード サクヒン		作品名 サクヒン メイ		作詞者 サクシ モノ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン モノ

		1		195-0140-4		恋するフォーチュンクッキー		秋元　康		伊藤　心太郎		㈱ＡＫＳ

		2		194-3641-6		進撃の巨人ＢＧＭ		-		澤野　弘之		㈱ポニーキャニオン音楽出版

		3		065-2835-0		ルパン三世のテーマ’７８		-		大野　雄二		日本テレビ音楽㈱ ニホン オンガク

		4		090-4933-9		ＵＦＯ		阿久　悠		都倉　俊一		日本テレビ音楽㈱ ニホン オンガク

		5		055-0164-4		東京ブギウギ		鈴木　勝		服部　良一		コロムビアソングス㈱

		6		194-2797-2		物語シリーズセカンドシーズンＢＧＭ		-		神前　暁		㈱ソニー・ミュージックパブリッシング

		7		005-9598-5		ＣＨＯＯ　ＣＨＯＯ　ＴＲＡＩＮ		佐藤　ありす		中西　圭三		㈱テレビ朝日ミュージック

		8		044-3367-0		西部警察メインテーマ		-		宇都宮　安重		㈱石原音楽出版社 

		9		192-4070-8		あまちゃんＢＧＭ		-		大友　良英		㈱ＮＨＫ出版
㈲ムスタッシュ

		10		094-4273-1		ルパン三世のテーマ		千家　和也		大野　雄二		日本テレビ音楽㈱ ニホン オンガク





外国入金

				作品コード サクヒン		作品名 サクヒン メイ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン モノ

		1		056-3166-1		ドラゴンボールＺ　ＢＧＭ（ＴＶ）		菊池　俊輔		㈱フジパシフィックミュージック 

		2		121-2091-0		ＢＬＥＡＣＨ　ＢＧＭ		鷺巣　詩郎		㈱テレビ東京ミュージック

		3		085-6428-1		バーバパパ世界をまわる		神尾　憲一		㈲ライトリンク・ミュージック

		4		051-3546-0		ポケットモンスターＢＧＭ		宮崎　慎二		㈱テレビ東京ミュージック

		5		165-3744-1		ＦＡＩＲＹ　ＴＡＩＬ　ＢＧＭ		高梨　康治		㈱テレビ東京ミュージック

		6		142-1584-5		ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－疾風伝ＢＧＭ		高梨　康治		㈱テレビ東京ミュージック

		7		044-5408-1		聖闘士星矢ＢＧＭ		横山　菁児		㈱テレビ朝日ミュージック

		8		084-4291-6		新・仁義なき戦いのテーマ		布袋　寅泰		㈱アイアールシートゥコーポレーション

		9		153-4282-4		ＲＥＤ　ＣＬＩＦＦ　ＢＧＭ		岩代　太郎		エイベックス・エンタテインメント㈱

		10		056-2054-6		ドラゴンボールＢＧＭ（ＴＶ）		菊池　俊輔		㈱フジパシフィックミュージック 





外国作品

				作品コード サクヒン		作品名 サクヒン メイ		作詞者（O.A.）、作曲者（O.C.）、訳詞者（S.A.）、オリジナルパブリッシャー（O.P.）、サブパブリッシャー（S.P.） サクシシャ サッキョクシャ ヤクシ シャ

		1		1		DAYDREAM BELIEVER		O.A.&O.C.		JOHN C. STEWART

								O.P.		SCREEN GEMS EMI MUSIC INC

								S.P.		イーエムアイ音楽出版㈱フジパシフィック事業部 ジギョウ ブ

		2		2		WHAT DO YOU MEAN		O.A.		JASON BOYD

								O.A.&O.C.		MASON DAVID.LEVY

								O.C.		JUSTIN BIEBER

								O.P.		ARTIST PUBLISHING GROUP WEST /  BIEBER TIME PUBLISHING / 
POO B Z PUBLISHING INC / HITCO SOUTH

				3				S.P.		ワーナー・チャペル音楽出版㈱ / ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス /
ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング(同)/ ㈱シンコーミュージック・エンタテイメント

		3				Y M C A		O.A.		HENRI BELOLO

								O.C.		JACQUES MORALI

				4				S.A.		VICTOR EDWARD. WILLIS 

								S.A.		あまがい りゅうじ

								O.P.		SCORPIO MUSIC

								S.P.		㈱フジパシフィックミュージック

		4		5		HAPPY		O.A.&O.C.		PHARRELL L.WILLIAMS

								O.P.		MORE WATER FROM NAZARETH  / EMI APRIL MUSIC INC  / 
UNIVERSAL PICTURES MUSIC

								S.P.		イーエムアイ音楽出版㈱ / ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング(同) / 
㈱シンコーミュージック・エンタテイメント

		5				PAPA LOVES MAMBO // 30 DAYS UNTIL I M FAMOUS		O.A.&O.C.		AL HOFFMAN

								O.A.&O.C.		DICK MANNING 

								O.A.		S BICKLEY REICHNER

								O.P.		SHAPIRO BERNSTEIN AND CO INC / MUSIC SALES CORPORATION 

								S.P.		㈱シンコーミュージック・エンタテイメント / ㈱ミュージック・セールス 

		6				THE THIRD MAN THEME 		O.A.		MICHAEL CARR 

								O.A.		JACK GOLDEN 

								O.C.		ANTON KARAS 

								S.A.		なかにし 礼

								O.P.		CHAPPELL AND CO LTD

								S.P.		ワーナー・チャペル音楽出版㈱ / ㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

		7				TAKE ME HOME COUNTRY ROADS		O.A.&O.C.		JOHN DENVER

								O.A.&O.C.		TAFFY NIVERT

								O.A.&O.C.		BILL DANOFF

								S.A.		麻生 たかし

								O.P.		BMG RUBY SONGS / RESERVOIR MEDIA MUSIC

								S.P.		㈱フジパシフィックミュージック / ㈱ソニー・ミュージックパブリッシング　/ 
㈱ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 

		8				CAN T TAKE MY EYES OFF OF YOU		O.A.&O.C.		BOB CREWE

								O.A.&O.C.		BOB GAUDIO

								O.P.		SEASONS FOUR MUSIC / EMI LONGITUDE MUSIC

								S.P.		イーエムアイ音楽出版㈱

		9				BRAZIL /ENGLISH VERSION ONLY/		O.A.&O.C.		ARY BARROSO

								S.A.		S. K. RUSSELL

								O.P.		IRMAOS VITALE SA  / SOUTHERN MUSIC PUBL CO INC

								S.P.		㈱ピアーミュージック 

		10				LOVE		O.A.		MILT GABLER

								O.C.		BERT KAEMPFERT

								O.P.		BERT KAEMPFERT MUSIC PUBLISHING GMBH / SCREEN GEMS EMI MUSIC INC

								S.P.		イーエムアイ音楽出版㈱フジパシフィック事業部







インタラクティブ

				作品コード サクヒン		作品名
（アーティスト） サクヒン メイ		作詞者 サクシ モノ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン モノ

		1		195-0140-4		恋するフォーチュンクッキー
（AKB48）		秋元　康		伊藤　心太郎		㈱AKS

		2		707-2240-4		紅蓮の弓矢
（LINKED HORIZON）		REVO		REVO		㈱ポニーキャニオン音楽出版

		3		188-7397-9		ずっと　feat.HAN-KUN&TEE
（SPICY CHOCOLATE）		HAN-KUN
TEE		DJ CONTROLER
U.M.E.D.Y.
WOLFJUNK
田島　貴男		ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング(同)

		4		195-1176-1		ごめんなさいのKissing You
（E-Girls）		下地　悠		CLARABELL		日本テレビ音楽㈱

		5		706-8849-4		にんじゃりばんばん
（きゃりーぱみゅぱみゅ）		中田　ヤスタカ		中田　ヤスタカ		㈱ワーナーミュージック・ジャパン

		6		195-1161-2		恋音と雨空
（AAA）		 岡村　洋佑
Mitsuhiro Hidaka		岡村　洋佑		㈱バーニングパブリッシャーズ 

		7		192-1975-0		RPG
（SEKAI NO OWARI）		Fukase
Saori		Fukase		㈱テレビ朝日ミュージック 

		8		193-2838-9		潮騒のメモリー
（天野春子(小泉今日子))		宮藤　官九郎		大友　良英
Sachiko M		㈱バーニングパブリッシャーズ

		9		705-6098-6		FOLLOW ME
（E-Girls）		藤林　聖子		Jam9
ArmySlick		㈱テレビ朝日ミュージック 

		10		165-1407-6		女々しくて
（ゴールデンボンバー）		鬼龍院　翔		鬼龍院　翔		㈲ユークリッド・エージェンシー





カラオケ

				作品コード サクヒン		作品名
（アーティスト） サクヒン メイ		作詞者 サクシ モノ		作曲者 サッキョクシャ		音楽出版者 オンガク シュッパン モノ

		1		195-0140-4		恋するフォーチュンクッキー
（AKB48）		秋元　康		伊藤　心太郎		㈱AKS

		2		168-7654-7		南部蝉しぐれ
（福田　こうへい）		久仁　京介		四方　章人		㈱バーニングパブリッシャーズ

		3		111-0753-7		ハナミズキ
（一青　窈）		一青　窈		マシコタツロウ		日本テレビ音楽㈱

		4		009-2825-9		糸
（中島　みゆき） ナカジマ		中島　みゆき		中島　みゆき		㈱ヤマハミュージックパブリッシング

		5		116-6988-8		栄光の架橋
（ゆず）		北川　悠仁		北川　悠仁		㈱NHK出版

		6		035-4722-1		残酷な天使のテーゼ
（高橋　洋子）		及川　眠子		佐藤　英敏		㈱テレビ東京ミュージック

		7		037-2655-0		酒よ
（吉　幾三）		吉　幾三		吉　幾三		㈲幾三音楽出版

		8		165-1407-6		女々しくて
（ゴールデンボンバー）		鬼龍院　翔		鬼龍院　翔		㈲ユークリッドエージェンシー

		9		114-2974-7		奏
（スキマスイッチ）		大橋　卓弥
常田　真太郎		大橋　卓弥
常田　真太郎		㈲オーガスタパブリッシング

		10		002-9922-7		天城越え
（石川　さゆり）		吉岡　治		弦　哲也		㈱ホリプロ







＜参考＞過去のJASRAC賞受賞作品

・2014年以前の受賞作品などについては、
http://www.jasrac.or.jp/profile/prize/backnumber.html
をご覧ください。
・「JASRAC音楽文化賞」については、
http://www.jasrac.or.jp/profile/culture_award/index.html
をご覧ください。

2017年 2016年 2015年

・上記の情報は受賞当時の内容です。

『恋するフォーチュンクッキー』
作 詞 者 秋元 康
作 曲 者 伊藤 心太郎
音楽出版者 ㈱AKS

『進撃の巨人BGM』
作 曲 者 澤野 弘之
音楽出版者 ㈱ﾎﾟﾆｰｷｬﾆｵﾝ音楽出版

『ルパン三世のテーマ’78』
作 曲 者 大野 雄二
音楽出版者 日本テレビ音楽㈱

『R.Y.U.S.E.I.』
作 詞 者 STY
作 曲 者 STY

Maozon
音楽出版者 ｴｲﾍﾞｯｸｽ・ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ㈱

『恋するフォーチュンクッキー』
作 詞 者 秋元 康
作 曲 者 伊藤 心太郎
音楽出版者 ㈱AKS

『糸』
作 詞 者 中島 みゆき
作 曲 者 中島 みゆき
音楽出版者 ㈱ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

『糸』
作 詞 者 中島 みゆき
作 曲 者 中島 みゆき
音楽出版者 ㈱ヤマハミュージック

エンタテインメントホールディングス

『名探偵コナンBGM』
作 曲 者 大野 克夫
音楽出版者 ㈱読売ﾃﾚﾋﾞｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ

『ドラゴンクエスト序曲』
作 曲 者 すぎやま こういち
音楽出版者 スギヤマ工房㈲
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