
イベント名 曲名 キャラクター名/CV 累計

アンジェリーク ルトゥール 「どうしても忘れられない」　 ランディ（神奈延年） 3

2016年2月 「明日咲く花」 ルヴァ（関 俊彦） 1

「千年の砂漠に咲く花」 ブライアン（逢坂良太） 1

「誕生」 ジュリアス＆クラヴィス（速水 奨＆田中秀幸） 2

「Be yourself」 ゼフェル（岩田光央） 3

「アヴェク・トワ～永遠の午後」 ジェラール＆シルヴァン（堀江 瞬＆菊池幸利） 1

「EL FUEGO」 オスカー（堀内賢雄） 2

20th アニバーサリー・フィナーレ 「光の翼」 ジュリアス（速水 奨） 1

2015年12月 「どうしても忘れられない」　 ランディ（神奈延年）

「異次元飛行～α to ω～」 森川智之（エルンスト） 6

「未来に舵をとれ」 立木文彦（ヴィクトール） 3

「Goin’MY Speedway」 ゼフェル（岩田光央） 1

「The Knights in The Light～騎士道～」 ジュリアス（速水 奨）、オスカー（堀内賢雄） 5

「2＋1～困らせてゴメン」 ランディ＆ゼフェル（神奈延年＆岩田光央） 1

「夢のありか」 エルンスト＆ヴィクトール（森川智之＆立木文彦） 6

「All night? All right! 〜夜を始めよう〜」 オスカー（堀内賢雄） 11

ネオロマンス・ハロウィンパーティー
2015

「Be yourself」 ゼフェル（岩田光央）

2015年10月

アンジェリーク メモワール2015 「太陽への階段～Message of Silence～」　 速水 奨(ジュリアス) 4

2015年7月 「illusion ～幻の蝶～」 岩永哲哉 (セイラン) 6

「千年の約束」 田中秀幸（クラヴィス） 7

「三人のテーブル ～Sweet Flower Garden～」 ルヴァ（関俊彦）&リュミエール（飛田展男） 2

「ESPERANTO ～晴れた日の海には希望が立ち昇る～」　私市淳（ティムカ） 3

「Be yourself」 ゼフェル（岩田光央）

「どうしても忘れられない」　 ランディ（神奈延年）

「夢のありか」　 エルンスト＆ヴィクトール（森川智之＆立木文彦）

「H2O」 森川智之（エルンスト） 8

「TOGETHER～道なき道を進め～」 ヴィクトール（立木文彦） 4

「幸せのタペストリー」  リュミエール(飛田展男) 2

「BRILLIANCE」　
立木文彦（ヴィクトール）、岩永哲哉（セイラン）、私
市 淳（ティムカ）

2

「EL FUEGO」 オスカー（堀内賢雄）

「I don’t know how～世界でいちばん大切な君に～」 ランディ＆ゼフェル（神奈延年＆岩田光央） 7

「悠久の物語」 ルヴァ（関 俊彦） 1

「誕生」 ジュリアス＆クラヴィス（速水 奨＆田中秀幸）

ネオロマンス20thアニバーサリー 「TEMPEST ～夏の嵐～」　 アリオス（成田 剣） 4

2014年9月 「白日夢 ～Secret Dream～」 セイラン（岩永哲哉） 3

「Midnight Shuffle」 レオナード（小山力也） 3

「ありのまま、君のまま」 エルンスト＆メル（森川智之＆冬馬由美） 2

「commitment」 チャーリー（真殿光昭） 3

「一生に一度のお願い」 ティムカ（私市 淳） 1

「灯りになりたい」 クラヴィス（田中秀幸） 3

「I don’t know how～世界でいちばん大切な君に～」 ランディ＆ゼフェル（神奈延年＆岩田光央）

「Don’t be afraid！」 ゼフェル（岩田光央） 4

「白夜」 ジュリアス（速水 奨） 1

「燃えあがらずにいられない ～FIRE!～」 オスカー（堀内賢雄） 5

アニバーサリーイヴ 「この手をはなさない」 神奈延年（ランディ） 4

2013年12月 「ソレイユ・ルヴァン」 速水 奨（ジュリアス） 1

「ANSWER」 森川智之（エルンスト） 4

「もう、サヨナラは言わせない～Faith of Love～」 成田 剣（アリオス） 4

「千年の約束」 田中秀幸（クラヴィス）

「Stay～明日なき世界で～」 成田 剣（アリオス） 5

「夜の少し手前で」 田中秀幸（クラヴィス） 2

「5分間のhistory」 速水 奨（ジュリアス） 4

「Silent Kiss」 森川智之（エルンスト） 5

アラモード５ with 下天の華 「5分間のhistory」 速水 奨（ジュリアス）

2013年3月 「崖に咲く薔薇～Brave Love～」 速水 奨（ジュリアス）＆成田 剣（アリオス） 3

「もう、サヨナラは言わせない ～Faith of Love～」 成田 剣（アリオス）



スターライトクリスマス2012 「Silent Kiss」 森川智之(エルンスト)

2012年12月 「DESTINY ～残響は止まない～」 成田 剣 (アリオス) 3

ネオロマンスハロウィンパーティー 「摩天楼TIGHTROPE」 小山力也 (レオナード) 4

2012年10月 「illusion ～幻の蝶～」 岩永哲哉 (セイラン)

フェスタ13 inviting 戦国無双 「All night? All right! 〜夜を始めよう〜」 堀内賢雄(オスカー)

2012年7月 「Resolution 〜ずっと離さない〜」 堀内賢雄(オスカー) 4

「千年の約束」 田中秀幸(クラヴィス)

「燃えあがらずにいられない〜FIRE!〜」 堀内賢雄(オスカー)

「世界でたったひとつの場所へ〜home green home〜」 田中秀幸(クラヴィス) 4

「太陽への階段～Message of Silence～」 速水 奨(ジュリアス)

「光のラプソディ〜Rhapsody in Light〜」 速水 奨(ジュリアス) 4

JOF2 「Glamorous Venus」 オスカー（堀内賢雄） 5

2012年2月 「忘却へのオマージュ」 エルンスト（森川智之） 5

スターライトクリスマス2011 「Stay～明日なき世界で～」 アリオス（成田 剣）

2011年12月 「Silent Kiss」 エルンスト（森川智之）

「I CAN」 ランディ（神奈延年） 4

「Love Express」 ランディ＆オスカー（神奈延年＆堀内賢雄） 5

「All night? All right! ～夜を始めよう～」 オスカー（堀内賢雄）

ネオロマンス・ライヴ2011Autumun 「H2O」 森川智之（エルンスト）

2011年9月 「Simple Dimple Smile」 神奈延年（ランディ） 3

「Love is pain」 森川智之（エルンスト） 3

「君のためにここにいる」 神奈延年（ランディ） 8

「この手をはなさない」 神奈延年（ランディ）

「忘却へのオマージュ」 森川智之（エルンスト）

ネオロマンス・フェスタ12 「QUESTION」 エルンスト(森川智之) 6

2011年7月 「もう、サヨナラは言わせない～Faith of Love～」 アリオス(成田 剣)

「Build a Fire!」 オスカー(堀内賢雄) 2

「ANSWER」 エルンスト(森川智之)

JOF 「180°～Force of Passion～」 オスカー＆アリオス（堀内賢雄＆成田 剣） 7

2011年2月 「君のためにここにいる」 神奈延年（ランディ）

スターライトクリスマス2010 「ぼちぼち、いこか　～Don't Worry～」 チャーリー（真殿光昭） 2

2010年12月 「永遠のreservation」 オスカー（堀内賢雄） 2

「約束」 ヴィクトール（立木文彦） 3

「Everyday Everynight」 レオナード（小山力也） 5

「ブレないオレを見てくれ」 ユーイ（浪川大輔） 3

"10 YEARS LOVE"＠大阪、横浜 「君の愛が聴こえる」 セイラン（岩永哲哉） 4

2010年9月、10月 「illusion ～幻の蝶～」 セイラン（岩永哲哉）

「Ready, Set, Go！」 ゼフェル（岩田光央） 2

「DESTINY ～残響は止まない～」 アリオス（成田 剣）

「SCAR ～目に見えない傷痕～」 アリオス（成田 剣） 2

「君のためにここにいる」 ランディ（神奈延年）

「Simple Dimple Smile」 ランディ（神奈延年）

「視界ゼロからの脱出」 ゼフェル（岩田光央） 4

「H2O」 エルンスト（森川智之）

「QUESTION」 エルンスト（森川智之）

「自由がすべて」 レオナード（小山力也） 5

「Everyday Everynight」 レオナード（小山力也）

「愛としか呼べない」 オスカー（堀内賢雄） 3

「YO-HO ～風と歌おう～」 ヴィクトール（立木文彦） 3

「Innocent Sky～青空を心に抱いて～」 ヴィクトール（立木文彦） 2

「EVER GREEN ～さめない恋がここにある～」 ランディ（神奈延年） 3

「夢のありか」 エルンスト＆ヴィクトール（森川智之＆立木文彦）

「光のラプソディ ～Rhapsody in Light～」 ジュリアス（速水 奨）

「5分間のhistory」 ジュリアス（速水 奨）

「灯りになりたい」 クラヴィス（田中秀幸）

「星の指環 －Shining Star－」 ティムカ（私市 淳） 4



「All night? All right!　～夜を始めよう～」 オスカー（堀内賢雄）

「TRUE ROMANCE ～失われた愛を求めて～」 オスカー（堀内賢雄） 2

「千年の約束」 クラヴィス（田中秀幸）

「Only Love～心から欲しいもの～」 ティムカ（私市 淳） 2

「Don't be afraid！」 ゼフェル（岩田光央）

「Love Express」 ランディ＆オスカー（神奈延年＆堀内賢雄）

「忘却へのオマージュ」 エルンスト（森川智之）

「Silent Kiss」 エルンスト（森川智之）

「180°～Force of Passion～」 オスカー＆アリオス（堀内賢雄＆成田 剣）

ネオロマンス・アラモード４ 「Glamorous Venus」 オスカー（堀内賢雄）

2010年7月
「世界でたったひとつの場所へ　～home green home
～」

クラヴィス（田中秀幸）

「摩天楼TIGHTROPE」 レオナード（小山力也）

ネオロマンス・フェスタ11 「手のひらのmy love」 ユーイ(浪川大輔) 3

2010年3月 「視界ゼロからの脱出」 ゼフェル(岩田光央)

「Glamorous Venus」 オスカー(堀内賢雄)

「Only Love　～心から欲しいもの～」 ティムカ(私市 淳)

ネオロマンス・ファン感謝祭 「Love Express」 神奈延年(ランディ役)＆堀内賢雄(オスカー役)

2010年2月 「I CAN」 神奈延年(ランディ役)

「燃えあがらずにいられない～FIRE!～」 堀内賢雄(オスカー役)

「君のためにここにいる」 神奈延年(ランディ役)

「愛としか呼べない」 堀内賢雄(オスカー役)

スターライトクリスマス2009 「Flower Shower ～さよならの花～」 ルヴァ（関 俊彦） 4

2009年12月 「プロローグは永遠に」 オスカー（堀内賢雄） 2

「ブレないオレを見てくれ」 ユーイ（浪川大輔）

「Silent Kiss」 エルンスト（森川智之）

ネオロマンス15thアニバーサリー 「Love is pain」 エルンスト（森川智之）

2009年9月 「バルサミックムーンの魔力」 フランシス（杉田智和） 2

「この手をはなさない」 ランディ（神奈延年）

「lovesick」 ゼフェル（岩田光央） 7

「青き想い　白き祈り」 フランシス（杉田智和）、エルンスト（森川智之） 2

「I don't know how～世界で一番大切な君に～」 ランディ（神奈延年）、ゼフェル（岩田光央）

「EVER GREEN～さめない恋がここにある～」 ランディ（神奈延年）

「TEMPEST ～夏の嵐～」 アリオス（成田 剣）

「All night? All right!～夜を始めよう～」 オスカー（堀内賢雄）

「ブレないオレを見てくれ」 ユーイ（浪川大輔 ）

「黄金のアルカディア」 ジュリアス（速水 奨） 1

「The Knights in The Light ～騎士道～」 ジュリアス（速水 奨）、オスカー（堀内賢雄）

「180°～Force of Passion～」 オスカー（堀内賢雄）、アリオス(成田 剣）

「Resolution ～ずっと離さない～」 オスカー（堀内賢雄）

「崖に咲く薔薇～Brave Love～」 ジュリアス（速水 奨）、アリオス（成田 剣）

「光のラプソディ～Rhapsody in Light～」 ジュリアス（速水 奨）

「Stay ～明日なき世界で～」 アリオス（成田 剣）

「Don't be afraid!」 ゼフェル（岩田光央）

「Love Express」 ランディ（神奈延年）、オスカー（堀内賢雄）

ネオロマンスライヴ2009Summer＠横
浜、大阪

｢Mystic Night」 セイラン（岩永哲哉） 1

2009年7月、8月 ｢5分間のhistory」 ジュリアス（速水 奨）

｢君の愛が聴こえる｣ セイラン（岩永哲哉）

｢太陽への階段～Message of Silence～｣ ジュリアス（速水 奨）

｢TRUE ROMANCE ～失われた愛を求めて～」 オスカー（堀内賢雄）

｢永遠のreservation｣ オスカー（堀内賢雄）

｢The Knights in The Light～騎士道～｣ ジュリアス（速水 奨）＆オスカー（堀内賢雄）

ネオロマンスライヴ ～アンジェ＆ネオ
アン～

「君のためにここにいる」 ランディ（神奈延年）

2009年3月 「Everyday Everynight」 レオナード（小山力也）

「自由がすべて」 レオナード（小山力也）

「Innocent Sky　～青空を心に抱いて～」 ヴィクトール（立木文彦）

「TOGETHER　～道なき道を進め～」 ヴィクトール（立木文彦）

「あした、羽ばたく」 ランディ（神奈延年） 4

「燃えあがらずにいられない ～FIRE!～」 オスカー（堀内賢雄）



「Build a Fire!」 オスカー（堀内賢雄）

「うたかたのオペラ」 フランシス（杉田智和） 6

ネオロマンス・フェスタ10 「青き想い　白き祈り」 フランシス(杉田智和)＆エルンスト(森川智之)

2008年12月 「視界ゼロからの脱出」 ゼフェル(岩田光央)

「Love Express」 ランディ(神奈延年)＆オスカー(堀内賢雄)

「異次元飛行～α to ω～」 エルンスト(森川智之)

「千年の約束」 クラヴィス（田中秀幸)

「フラれてええやん」 チャーリー(真殿光昭) 2

「All night? All right!～夜を始めよう～」 オスカー(堀内賢雄)

「バルサミック・ムーンの魔力」 フランシス（杉田智和）

「見上げてBLUE SKY」 ユーイ(浪川大輔) 3

ネオロマンス・ライヴ 2008 Summer＠
横浜、大阪

「新しい夏に会いに行こう」 ランディ（神奈延年） 1

2008年6月、7月 「SCAR～目に見えない傷痕～」 アリオス（成田 剣）

「TEMPEST～夏の嵐～」 アリオス（成田 剣）

「Simple Dimple Smile」 ランディ（神奈延年）

ネオロマンス・アラモード3 「Midnight Shuffle」 レオナード（小山力也）

2007年12月 「うたかたのオペラ」 フランシス（杉田智和）

「１８０°～Force of Passion～」 オスカー（堀内賢雄）＆アリオス（成田　剣）

「ゴメンな！　～ハダシの気持ち～」 ユーイ（浪川大輔） 2

ネオロマンス・フェスタ9 「愛しさのほとりで」 リュミエール（飛田展男） 1

2007年9月 「市場にて」 ルヴァ（関俊彦） 3

「手のひらのmy love」 ユーイ（浪川大輔）

「Love is pain」 エルンスト（森川智之）

「All night? All right! ～夜を始めよう～」 オスカー（堀内賢雄）

ネオロマンス・ライヴ2007 Summer 「Don't be aflaid！」 ゼフェル（岩田光央）

2007年7月 「Good Times Bad Times」 チャーリー（真殿光昭） 1

「視界ゼロからの脱出」 ゼフェル（岩田光央）

「Everyday Everynight」 レオナード（小山力也）

「ぼちぼち、いこか～Don't Worry～」 チャーリー（真殿光昭）

「摩天楼TIGHTROPE」 レオナード（小山力也）

アンジェ舞踏会 「The Knights in The Light～騎士道～」 ジュリアス（速水 奨）＆オスカー（堀内賢雄）

2006年12月 「崖に咲く薔薇～Brave Love～」 ジュリアス（速水 奨）、アリオス（成田 剣）

「灯りになりたい」 クラヴィス（田中秀幸）

「I don't know how～世界で一番大切な君に～」 ランディ（神奈延年）、ゼフェル（岩田光央）

「Cosmic Voyage」
神奈延年（ランディ）、岩田光央（ゼフェル）、真殿光
昭（チャーリー）

2

「１８０°～Force of Passion～」 オスカー（堀内賢雄）＆アリオス（成田　剣）

「素顔ノママデ～You light up my life～」 オスカー＆チャーリー（堀内賢雄＆真殿光昭） 2

「Lily Sweet Lily」 結城比呂（マルセル） 2

「From ZERO」 ゼフェル＆エルンスト（岩田光央＆森川智之） 2

「三人のテーブル ～Sweet Flower Garden～」 ルヴァ（関俊彦）&リュミエール（飛田展男）

「希望の橋」 ルヴァ＆ヴィクトール（関　俊彦＆立木文彦） 1

「Everyday Everynight」 レオナード（小山力也）

「うたかたのオペラ」 フランシス（杉田智和）

「手のひらのmy love」 ユーイ(浪川大輔)

「BRILLIANCE」
立木文彦（ヴィクトール）、岩永哲哉（セイラン）、私
市 淳（ティムカ）

「ありのまま、君のまま」 エルンスト＆メル（森川智之＆冬馬由美）

ネオロマンス・ライヴ2006Autumn 「Glamorous Venus」 オスカー(堀内賢雄)

2006年9月 「プロローグは永遠に」 オスカー(堀内賢雄)

「illusion～幻の蝶～」 岩永哲哉（セイラン）

「白日夢 ～Secret Dream～」 岩永哲哉（セイラン）

「QUESTION」 エルンスト(森川智之)

「忘却へのオマージュ」 エルンスト（森川智之）

ネオロマンス・ライヴ in SonyMusic
AnimeFES.06

「I CAN」 神奈延年（ランディ）

2006年5月 「この手をはなさない」 ランディ(神奈延年)

「lovesick」 岩田光央（ゼフェル）



「Ready, Set, Go!」 ゼフェル(岩田光央)

「H2O」 森川智之（エルンスト）

「忘却へのオマージュ」 森川智之（エルンスト）

「未来に舵をとれ」 立木文彦（ヴィクトール）

ネオロマンス・アラモード2 「夜の少し手前で」 クラヴィス(田中秀幸)

2006年3月 「Glamorous Venus」 オスカー(堀内賢雄)

「摩天楼 TIGHTROPE」 レオナード(小山力也)

「ゴメンな！ ～ハダシの気持ち～」 ユーイ(浪川大輔)

「星の指環 －Shining Star－」 私市 淳（ティムカ）

「commitment」 真殿光昭（チャーリー）

｢君の愛が聴こえる｣ セイラン（岩永哲哉）

ネオロマンス・ライヴ2005Winter 「あした、羽ばたく」 林 延年（ランディ）

2005年12月 「You gotta shake it」 岩田光央（ゼフェル） 2

「Flower Shower ～さよならの花～」 関俊彦（ルヴァ）

｢異次元飛行～α to ω～｣ 森川智之（エルンスト）

「約束」 立木文彦（ヴィクトール）

「DESTINY ～残響は止まない～」 アリオス（成田 剣）

「Ｉ don't know how～世界で一番大切な君に～」 ランディ＆ゼフェル（神奈延年＆岩田光央）

ネオロマンス・アラモード 「１８０°～Force of Passion～」 オスカー（堀内賢雄）＆アリオス（成田　剣）

2005年9月 「From ZERO」 ゼフェル＆エルンスト（岩田光央＆森川智之）

「lovesick」 岩田光央（ゼフェル）

「Midnight Shuffle」 レオナード（小山力也）

「うたかたのオペラ」 フランシス（杉田智和）

「I wanna try」～少年じゃいられない～」 ユーイ（浪川大輔） 2

「静かな夏の物語」 森川智之（エルンスト） 1

ネオロマンス・フェスタ8 「君のためにここにいる」 神奈延年（ランディ）

2005年7月 「水のアリア」 飛田展男（リュミエール） 1

「素顔ノママデ～You light up my life～」 オスカー＆チャーリー（堀内賢雄＆真殿光昭）
「ESPERANTO ～晴れた日の海には希望が立ち昇る
～」

私市淳（ティムカ）

「illusion～幻の蝶～」 岩永哲哉（セイラン）

遙か祭2005 「I CAN」 神奈延年（ランディ）

2005年3月 「Don't be aflaid！」 ゼフェル（岩田光央）

「I wanna try」～少年じゃいられない～」 ユーイ（浪川大輔）

「Ｉ don't know how～世界で一番大切な君に～」 ランディ＆ゼフェル（神奈延年＆岩田光央）

ネオロマンス・フェスタ7
「世界でたったひとつの場所へ　～home green home
～」

田中秀幸（クラヴィス）

2004年12月 「TRUE SAMURAI」 オスカー（堀内賢雄）&源頼久（三木眞一郎） 1

「Don't be aflaid！」 ゼフェル（岩田光央）

「自由がすべて」 レオナード（小山力也）

「見上げてBLUE SKY」 ユーイ(浪川大輔)

「H2O」 森川智之（エルンスト）

「TOGETHER ～道なき道を進め～」 立木文彦（ヴィクトール）

アンジェリークメモワール 10th SC 「太陽への階段 ～Message of Silence～」 速水 奨（ジュリアス）

2004年9月 「The Knights in The Light～騎士道～」 ジュリアス（速水 奨）＆オスカー（堀内賢雄）

「千年の約束」 田中秀幸（クラヴィス）

「タイム！」
 ランディ＆ゼフェル＆マルセル（ 神奈延年、岩田光
央、結城比呂）

2

「Flower Shower ～さよならの花～」 関俊彦（ルヴァ）

「うたかたのオペラ」 フランシス（杉田智和）

「星の指環 －Shining Star－」 私市 淳（ティムカ）

「ANSWER」 エルンスト(森川智之)

「QUESTION」 エルンスト（森川智之）

「未来からの伝言」 冬馬由美（メル） 1

「kissしていい？」 冬馬由美（メル） 1

「もう、サヨナラは言わせない　～Faith of Love～」 成田剣（アリオス）

ネオロマンス・ライヴ 2004 Summer ｢CLUMSY LOVE｣ 岩田光央(ゼフェル） 1

2004年8月 「Don't be afraid！」 岩田光央（ゼフェル）

「自由がすべて」 小山力也（レオナード）

「見上げてBLUE SKY」 浪川大輔（ユーイ）



「H2O」 森川智之（エルンスト）

｢異次元飛行～α to ω～｣ 森川智之（エルンスト）

「Mountain Road」 ヴィクトール(立木文彦) 2

「YO－HO　～風と歌おう～」 立木文彦（ヴィクトール）

「夢のありか」 エルンスト＆ヴィクトール（森川智之＆立木文彦）

ネオロマンス・フェスタ6＠横浜、大阪
「世界でたったひとつの場所へ　～home green home
～」

田中秀幸（クラヴィス）

2004年3月 「琥珀色の午後」 飛田展男（リュミエール） 1

「DING DONG 君を好きになる」 結城比呂（マルセル） 1

「Flower Shower ～さよならの花～」 関俊彦（ルヴァ）

「自由がすべて」 小山力也（レオナード）

「うたかたのオペラ」 フランシス（杉田智和）

「白日夢～Secret Dream～」 岩永哲哉（セイラン）

「オプティミストは奇跡を起こす」 真殿光昭（チャーリー） 1

ネオロマンス・ライヴ 2003 Autumn ＠
横浜、大阪

「All night? All right! 〜夜を始めよう〜」 堀内賢雄(オスカー)

2003年10月 「君のためにここにいる」 神奈延年（ランディ）

「あした、羽ばたく」 林 延年（ランディ）

「lovesick」 岩田光央（ゼフェル）

「Da Da Da DYNAMIC DIAMOND」 岩田光央（ゼフェル） 3
「ESPERANTO ～晴れた日の海には希望が立ち昇る
～」

私市淳（ティムカ）

「夢か？ うつつか？」 真殿光昭（チャーリー） 2

「ANSWER」 エルンスト(森川智之)

「QUESTION」 エルンスト（森川智之）

「未来に舵をとれ」 立木文彦（ヴィクトール）

「夢のありか」 ヴィクトール (立木文彦) & エルンスト (森川智之)

「Stay ～明日なき世界で～」 成田剣（アリオス）

ネオロマンス・フェスタ5＠大阪、横浜 「燃えあがらずにいられない～FIRE!～」 堀内賢雄(オスカー役)

2003年6月、7月 「TOGETHER ～道なき道を進め～」 立木文彦（ヴィクトール）

「H2O」 森川智之（エルンスト）

「幸せのタペストリー」  リュミエール(飛田展男)

「千年の約束」 クラヴィス（田中秀幸)

「星の指環 －Shining Star－」 私市 淳（ティムカ）

「市場にて」 ルヴァ（関俊彦）

「夢のありか」 ヴィクトール (立木文彦) & エルンスト (森川智之)

ネオロマンス・ライヴ2003 Spring＠横
浜、大阪

「lovesick」 岩田光央（ゼフェル）

2003年3月 「H2O」 森川智之（エルンスト）

「君のためにここにいる」 神奈延年（ランディ）

「Stay ～明日なき世界で～」 成田剣（アリオス）

「俺はツイてる!」 チャーリー(真殿光昭) 1

「illusion～幻の蝶～」 岩永哲哉（セイラン）

「commitment」 チャーリー（真殿光昭）

「市場にて」 ルヴァ（関俊彦）

｢異次元飛行～α to ω～｣ 森川智之（エルンスト）

「Da Da Da DYNAMIC DIAMOND」 岩田光央（ゼフェル）

「Cosmic Voyage」 
神奈延年（ランディ）、岩田光央（ゼフェル）、真殿光
昭（チャーリー）

「１８０°～Force of Passion～」 オスカー（堀内賢雄）＆アリオス（成田　剣）

ネオロマンス・フェスタ４＠横浜、大阪 「lovesick」 岩田光央（ゼフェル）

2002年12月 「Resolution～ずっと離さない～」 堀内賢雄(オスカー)

「永遠への道」 ルヴァ（関俊彦） 1

「約束」 ヴィクトール（立木文彦）

「夢か？ うつつか？」 真殿光昭（チャーリー）

「All night? All right!～夜を始めよう～」 オスカー(堀内賢雄)

ネオロマンス・フェスタ3 「YO－HO　～風と歌おう～」 立木文彦（ヴィクトール）

2002年7月 「Resolution～ずっと離さない～」 堀内賢雄(オスカー)

「lovesick」 岩田光央（ゼフェル）

ネオロマンス・フェスタ2 「Goin' My Speedway」 ゼフェル (岩田光央) 1

2001年11月 「All night? All right!～夜を始めよう～」 オスカー(堀内賢雄)

「EVER GREEN～さめない恋がここにある～」 ランディ（神奈延年）



「TEMPEST ～夏の嵐～」 アリオス（成田 剣）

「ジャスミンの丘」 ルヴァ（関俊彦） 2

「QUESTION」 エルンスト(森川智之)

「I don’t know how ～世界でいちばん大切な君に～」 ランディ＆ゼフェル（神奈延年＆岩田光央）

ネオロマンス・フェスタ 「あした羽ばたく」 ランディ（神奈延年）

2000年11月 「Lily Sweet Lily」 結城比呂（マルセル）

「You gotta shake it」 岩田光央（ゼフェル）

「終わらないHigh Noon」 ルヴァ（関俊彦）

「愛としか呼べない」 オスカー(堀内賢雄)

「タイム！」
 ランディ＆ゼフェル＆マルセル（ 神奈延年、岩田光
央、結城比呂）

アンジェリーク・メモワール2000 「All night? All right!～夜を始めよう～」 オスカー(堀内賢雄)

2000年2月 「Mountain Road」 立木文彦（ヴィクトール）

「君の愛が聴こえる」 セイラン（岩永哲哉）

「光のラプソディ」 速水 奨（ジュリアス）

「Da Da Da DYNAMIC DIAMOND」 岩田光央（ゼフェル）

｢異次元飛行～α to ω～｣ 森川智之（エルンスト）

「フラれてええやん」 真殿光昭（チャーリー）

「ジャスミンの丘」 ルヴァ（関俊彦）


