
イベント名 曲名 キャラクター名/CV 累計

遙か祭2016 「八千代ノ華」 小松帯刀（立花慎之介）＆福地桜智（竹本英史） 6

2016年3月 「贐ノ風」 有馬 一（寺島拓篤） 2

「時空のゆりかご」 八雲 都(斎賀みつき) 2

「天空ノ糸～光芒～」 チナミ＆マコト（阿部 敦＆加藤将之） 1

「戀文綴り」 萩尾九段（四反田マイケル） 3

「Seasons～遙かなる空」 高塚 梓＆駒野千代（斎賀みつき＆高橋美佳子） 1

「The sun of silence ～沈黙の太陽～」 アーネスト・サトウ（四反田マイケル） 8

「不可欠ナ理由」 ルードハーネ（立花慎之介） 2

「風旅人 -名も無き風の如く-」 桐生 瞬（寺島拓篤） 6

「恋祭」 コハク＆本条政虎（阿部 敦＆竹本英史） 1

「時空ノ旅 悠久ノ恋」 コハク（阿部 敦） 4

「咲かない花」 里谷村雨（安元洋貴） 1

「TiGER」 本条政虎（竹本英史） 3

「Good-bye My Beloved Princess ～冬の桜～」 アーネスト・サトウ（四反田マイケル） 7

「昏キ帝都ノ終末ニ」
ダリウス＆ルードハーネ（鈴村健一＆立花慎之
介）

1

「時空を越えし約束」 坂本龍馬（鈴村健一） 2

「真秀呂場へ向かふ路」 有馬 一＆里谷村雨（寺島拓篤＆安元洋貴） 1

20th アニバーサリー・フィナーレ 「終焉の儚き願いとは」 アクラム（置鮎龍太郎） 2

2015年12月 「時空ノ旅 悠久ノ恋」 コハク（阿部 敦）

「彩雨の揺り篭」 保志総一朗（源泉水） 4

「TiGER」 本条政虎（竹本英史）

「日蝕の鍵穴」 アクラム（置鮎龍太郎） 3

「永遠花火」 福地桜智（竹本英史） 5

「終わらないクリスマス」 井上和彦（風早） 5

「戀文綴り」 萩尾九段（四反田マイケル）

「いつか消えるその日まで」 平 敦盛（保志総一朗） 2

ネオロマンス・ハロウィンパーティー 2015 「月と星のレビュウ」 片霧秋兵（岡本信彦） 1

2015年10月 「小夜嵐」 梶原景時（井上和彦） 1

「時空ノ旅 悠久ノ恋」 コハク（阿部 敦）

「朱き翼が如く」 チナミ＆沖田総司(阿部 敦＆岡本信彦) 3

ネオロマンス・ライヴ　遙か祭2015 「逝春の心は黒曜石に」 置鮎龍太郎（黒龍） 3

2015年9月 「暗闇の傀儡師」 アクラム（置鮎龍太郎） 4

「儚さと強さのあいだで…」 保志総一朗（永泉） 3

「空にとどく宣誓」 保志総一朗 (布都彦) 3

「八千代ノ華」 小松帯刀（立花慎之介）＆福地桜智（竹本英史）

「満天の星は宝地図」 サザキ（関 智一） 3

「土砂降りLONELY HEART」 森村天真（関 智一） 3

「不可欠ナ理由」 ルードハーネ（立花慎之介）

「TiGER」 本条政虎（竹本英史）

「喪失のモザイク」 藤原幸鷹（中原 茂） 6

「Good-bye My Beloved Princess ～冬の桜～」 アーネスト・サトウ（四反田マイケル）

「裏切り者の悲愴な叫び」 梶原景時(井上和彦) 3

「回想の草原は金色」 風早(井上和彦) 3

「永遠に降る雪」 桐生 瞬（寺島拓篤） 3

「風旅人 -名も無き風の如く-」 桐生 瞬（寺島拓篤）

「禁じられた恋情は朝露に」 布都彦（保志総一朗） 1

「瑠璃稲妻の決意」 源 九郎義経（関 智一） 2

「月光の蜘蛛糸 素肌の海賊船」 翡翠＆アクラム（井上和彦＆置鮎龍太郎） 4

「落葉記」 小松帯刀（立花慎之介） 7

「贐ノ風」 有馬 一（寺島拓篤）

「戀文綴り」 萩尾九段（四反田マイケル）

「夢幻の幸福よ無限に」 源 泉水＆有川 譲（保志総一朗＆中原 茂） 1

「永遠花火」 福地桜智（竹本英史）

「終の刻に抱くもの」 アクラム（置鮎龍太郎） 2

「憧憬のプリズムは七色」 有川 譲（中原 茂） 2

「朔風駆ける丘に立ち」 平 勝真(関 智一) 2



「空蝉の恋」 橘 友雅(井上和彦) 2

「孤影に降る夢」 葛城忍人(中原 茂) 5

「青葉時雨に佇んで」 藤原鷹通（中原 茂） 2

「真っ直ぐ」 チナミ（阿部 敦） 5

「燎原火」 チナミ（阿部 敦） 8

「嵐になれ光になれ」 高橋直純（イノリ） 5

「月を抱く天秤」 ヒノエ（高橋直純） 5

「いつか消えるその日まで」 平 敦盛（保志総一朗）

「想春夢」 福地桜智（竹本英史） 8

「心よ最果ての氷原に」 梶原景時（井上和彦） 4

「永久の歌」 遠夜（高橋直純） 1

「蒼い魂の龍巻」 イサト（高橋直純） 5

「The sun of silence ～沈黙の太陽～」 アーネスト・サトウ（四反田マイケル）

「連理ノ賢木」 立花慎之介（小松帯刀） 2

「天泣の涯てに」 白龍（置鮎龍太郎） 2

「白き花の面影」 置鮎龍太郎 （ナーサティヤ） 2

「時空ノ旅 悠久ノ恋」 コハク（阿部 敦）

「灼熱の甘美き狩人」 ヒノエ(高橋直純) 2

遙か祭2015 「願い」 白龍（置鮎龍太郎） 2

2015年2月 「永遠に降る雪」 桐生 瞬（寺島拓篤）

「爛漫の嵐を抱け」 藤原幸鷹（中原 茂）＆翡翠（井上和彦） 4

「真っ直ぐ」 チナミ（阿部 敦）

「陽光の道標」 布都彦（保志総一朗） 4

「八千代ノ華」 小松帯刀（立花慎之介）＆福地桜智（竹本英史）

「神に背いた永遠の誓い」 風早（井上和彦） 3

「想春夢」 福地桜智（竹本英史）

「夢想鳥 ～吾ガ恋フル小鳥ガ為ニ～」 
アーネスト・サトウ＆高杉晋作(四反田マイケル＆
安元洋貴)

4

「紫陽花の残夢で会いましょう」 武蔵坊弁慶（宮田幸季） 1

「飛翔のとき」 源 頼久（三木眞一郎）＆森村天真（関 智一） 2

「透模様の素肌はラビリンス」 藤原幸鷹（中原 茂） 3

「青天白日 ～吾ガ心晴天ナリ～」 桐生 瞬（寺島拓篤）＆坂本龍馬（鈴村健一） 2

「暁のかたみ ～面白くなき世を面白く～」 高杉晋作（安元洋貴） 1

「暗闇の傀儡師」 アクラム（置鮎龍太郎）

「Good-bye My Beloved Princess ～冬の桜～」 アーネスト・サトウ（四反田マイケル）

「時空を越えし約束」 坂本龍馬（鈴村健一）

ネオロマンス20thアニバーサリー 「燎原火」　 チナミ（阿部 敦）

2014年9月 「夏という光の泡沫」　 梶原景時（井上和彦） 3

「The sun of silence ～沈黙の太陽～」　 アーネスト・サトウ（四反田マイケル）

「月を抱く天秤」　 ヒノエ（高橋直純）

「永遠花火」　 福地桜智（竹本英史）

「夢と切なさの万華鏡」　 永泉（保志総一朗） 4

「太陽の背中」　 イノリ（高橋直純） 7

アニバーサリーイヴ 「花篝のささやかな恋よ」 保志総一朗（平 敦盛） 4

2013年12月 「逝春の心は黒曜石に」 置鮎龍太郎（黒龍）

「くちびる 切れるような くちづけしよう」 高橋直純（ヒノエ） 1

「指先に咲く契り」 中原 茂（有川 譲） 2

「終わらないクリスマス」 井上和彦（風早）

「永遠に降る雪」 寺島拓篤（桐生 瞬）

「連理ノ賢木」 立花慎之介（小松帯刀）

「真っ直ぐ」 阿部 敦（チナミ）

「朝に夕べに」 岡本信彦（沖田総司） 1

ネオロマンス・アラモード５ with 下天の華 「Good-bye My Beloved Princess ～冬の桜～」 四反田マイケル（アーネスト・サトウ）

2013年3月 「雷に捧ぐ」 鳥海浩輔（藤原泰衡） 4

「心腹の友よ ～時代は夜明けを待っている～」 根本正勝（中岡慎太郎） 1

「許されざる人よ」 保志総一朗（布都彦） 2

「蒼天に浚いの風よ吹け」 関 智一（源九郎義経）＆鳥海浩輔（藤原泰衡） 2

「刀心抄 -TOSHIN・SHO-」 安元洋貴（高杉晋作） 4

「夢想鳥 ～吾ガ恋フル小鳥ガ為ニ～」 
アーネスト・サトウ＆高杉晋作(四反田マイケル＆
安元洋貴)



「もしも、逢わなかったら」 関 智一（森村天真） 2

JOF3 「風旅人 -名も無き風の如く-」 桐生 瞬（寺島拓篤）

2013年2月 「燎原火」 チナミ（阿部 敦）

「落葉記」 小松帯刀（立花慎之介）

「浄土と阿修羅の金環蝕よ」 藤原泰衡（鳥海浩輔） 5

「The sun of silence ～沈黙の太陽～」 アーネスト・サトウ（四反田マイケル）

「心よ最果ての氷原に」 梶原景時（井上和彦）

「砂上の哀葬」 平 敦盛（保志総一朗） 1

「想春夢」 福地桜智（竹本英史）

スターライトクリスマス2012 「蒼ざめた月」 鳥海浩輔 (大伴道臣) 1

2012年12月 「Good－bye My Beloved Princess ～冬の桜～」 四反田マイケル(アーネスト・サトウ)

「飛翔を秘めた翼」 根本正勝 (カリガネ) 3

「星は刹那の久遠」 中原 茂 (葛城忍人) 2

「終わらないクリスマス」 井上和彦 (風早)

「許されざる人よ」 保志総一朗 (布都彦)

「風織の衣をその肩に」 中原 茂(藤原幸鷹)&井上和彦(翡翠) 1

ネオロマンスハロウィンパーティー 「Good-bye My Beloved Princess　～冬の桜～」 四反田マイケル (アーネスト・サトウ)

2012年10月 「白き花の面影」 置鮎龍太郎 （ナーサティヤ）

「落葉記」 立花慎之介 (小松帯刀)

「落花流水」 八戸 亮 (リンドウ) 3

「水蜜桃の雫絵」 井上和彦 (翡翠) 5

遙か&コルダフェスタ 「刀心抄 —TOSHIN・SHO—」 高杉晋作（安元洋貴）

2012年9月 「紫藤の花言葉」 藤原鷹通（中原 茂） 3

「真っ直ぐ」 チナミ（阿部 敦）

「落花流水」 リンドウ（八戸 亮）

「もしも、逢わなかったら」 森村天真（関 智一）

「白・曼珠沙華」 永泉（保志総一朗） 4

「永遠花火」 福地桜智（竹本英史）

「夢想鳥 〜吾ガ恋フル小鳥ガ為ニ〜」
アーネスト・サトウ&高杉晋作（四反田マイケル&
安元洋貴）

「Good-bye My Beloved Princess　〜冬の桜〜」 アーネスト・サトウ（四反田マイケル）

「久方ノ月」 橘 友雅（井上和彦） 1

「太陽と月を抱く女」 藤原鷹通&橘 友雅（中原 茂&井上和彦） 2

ネオロマンス・フェスタ13 inviting 戦国無双 「空にとどく宣誓」 保志総一朗 (布都彦)

2012年7月 「月明の映し絵は柔らかく」 鳥海浩輔 (大伴道臣) 3

「華一片」 岡本信彦 (沖田総司) 5

「永遠花火」 竹本英史 (福地桜智)

「暗闇の傀儡師」 置鮎龍太郎(アクラム)

「今宵、小悪魔になれ」 高橋直純(ヒノエ) 2

「砂塵の城に立つ」 置鮎龍太郎(ナーサティヤ) 3

「浄土と阿修羅の金環蝕よ」 鳥海浩輔(藤原泰衡) 5

「虹色・腕」 高橋直純(イノリ) 5

「枷鎖の散華は涙に」 保志総一朗(平 敦盛) 1

「想春夢」 竹本英史(福地桜智)

「真っ直ぐ」 阿部 敦(チナミ)

「螢の灯籠」 中原 茂(藤原鷹通) 5

「The sun of silence 〜沈黙の太陽〜」 四反田マイケル(アーネスト・サトウ)

「夢と切なさの万華鏡」 保志総一朗(永泉)

「燎原火」 阿部 敦(チナミ)

「爛漫の嵐を抱け」 中原 茂&井上和彦(藤原幸鷹＆翡翠)

「月下美人」 井上和彦(橘 友雅) 5

遙か祭2012 「The sun of silence 〜沈黙の太陽〜」 アーネスト・サトウ(四反田マイケル)

2012年3月 「時空のゆりかご」 八雲 都(斎賀みつき)

「八千代ノ華」 小松帯刀＆福地桜智(立花慎之介＆竹本英史)

「朱き翼が如く」 チナミ＆沖田総司(阿部 敦＆岡本信彦)

「廃墟に咲く夢」 桐生 祟(下野 紘) 1

「落花流水」 リンドウ(八戸 亮)

「龍天翔」 坂本龍馬(鈴村健一) 2



「夢想鳥 〜吾ガ恋フル小鳥ガ為ニ〜」
アーネスト・サトウ＆高杉晋作(四反田マイケル＆
安元洋貴)

「青天白日 〜吾ガ心晴天ナリ〜」 桐生 瞬＆坂本龍馬(寺島拓篤＆鈴村健一) 2

「華一片」 沖田総司(岡本信彦)

「月鏡のまなざし」 天海(諏訪部順一) 1

「落葉記」 小松帯刀(立花慎之介)

「燎原火」 チナミ(阿部 敦)

「風旅人 —名も無き風の如く—」 桐生 瞬(寺島拓篤)

「想春夢」 福地桜智(竹本英史)

「刀心抄 −TOSHIN・SHO−」 高杉晋作(安元洋貴)

JOF2 「風旅人-名も無き風の如く-」　 桐生 瞬（寺島拓篤）

2012年2月 「氷壁の鏡 灼熱の希望」　 平 勝真&イサト（関 智一＆高橋直純） 1

「雷に捧ぐ」　 藤原泰衡（鳥海浩輔）

「慈愛しさは光の砂時計」　 風早（井上和彦） 3

「土砂降りLONELY HEART」　 森村天真（関 智一）

「終焉の儚き願いとは」　 アクラム（置鮎龍太郎）

「太陽の背中」　 イノリ（高橋直純）

スターライトクリスマス2011 「電光石火の恋」 ヒノエ（高橋直純） 1

2011年12月 「陽光の道標」 布都彦（保志総一朗）

「黒き氷塊の楼閣」 藤原泰衡（鳥海浩輔） 9

「白檀・遊戯」 橘 友雅（井上和彦） 3

遙か祭2011 〜桜花恋模様〜 「灼熱の甘美き狩人」 ヒノエ(高橋直純)

2011年10月 「燎原火」  チナミ(阿部 敦)

「裏切り者の悲愴な叫び」 梶原景時(井上和彦)

「八千代ノ華」 小松帯刀(立花慎之介)＆福地桜智(竹本英史)

「透模様の素肌はラビリンス」 藤原幸鷹(中原 茂)

「刀心抄 －TOSHIN・SHO－」 高杉晋作(安元洋貴)

「朔風駆ける丘に立ち」 平 勝真(関 智一)

「花盗人の空は千紫万紅」 サザキ(関 智一)＆カリガネ(根本正勝) 2

「月氷の背中は陽炎」  有川 譲(中原 茂) 2

「The sun of silence～沈黙の太陽～」 アーネスト・サトウ(四反田マイケル)

「龍天翔」 坂本龍馬(鈴村健一)

「落葉記」  小松帯刀(立花慎之介)

「炎の涙で泣きじゃくれ」  イノリ(高橋直純) 2

「願い」 白龍(置鮎龍太郎)

「風旅人－名も無き風の如く－」  桐生 瞬(寺島拓篤)

「想春夢」 福地桜智(竹本英史)

「華一片」 沖田総司(岡本信彦)

「瞑目の白き残像」 藤原泰衡(鳥海浩輔) 5

「飛翔を秘めた翼」 カリガネ(根本正勝)

「運命の舟に乗りて」 藤原泰衡(鳥海浩輔) 3

「暗闇の傀儡師」 アクラム(置鮎龍太郎)

「回想の草原は金色」  風早(井上和彦)

ネオロマンス・ライヴ2011Autumun 「光と闇の半夏生は」 保志総一朗（平 敦盛） 2

2011年9月 「想春夢」 竹本英史（福地桜智）

「落葉記」 立花慎之介（小松帯刀）

「そしてお前に出逢えただけで…」 高橋直純（イノリ） 2

「月を抱く天秤」 高橋直純（ヒノエ）

「八千代ノ華」 立花慎之介（小松帯刀）・竹本英史（福地桜智）

「儚さと強さのあいだで…」 保志総一朗（永泉）

「華一片」 岡本信彦（沖田総司）

「燎原火」 阿部 敦（チナミ）

「夕虹の淡き秘めごと」 保志総一朗（源泉水） 2

「朱き翼が如く」 阿部 敦（チナミ）・岡本信彦（沖田総司）

「嵐になれ光になれ」 高橋直純（イノリ）

ネオロマンス・フェスタ12 「想春夢」 福地桜智(竹本英史)

2011年7月 「燎原火」 チナミ(阿部 敦)

「落葉記」 小松帯刀(立花慎之介)

「華一片」 沖田総司(岡本信彦)



「The sun of silence～沈黙の太陽～」 アーネスト・サトウ(四反田マイケル)

JOF 「黒き氷塊の楼閣」 藤原泰衡(鳥海浩輔)

2011年2月 「月下美人」 井上和彦(橘 友雅)

「情熱とためらいの空騒ぎ」 サザキ(関智一) 3

遙か祭2011 ～初春時代絵巻～ 「土蜘蛛 風樹 透明る」　 遠夜（高橋直純） 1

2011年1月 「月明の映し絵は柔らかく」　 大伴道臣（鳥海浩輔）

「孤影に降る夢」　 葛城忍人(中原 茂)

「この享楽の刹那よ」　 アクラム(置鮎龍太郎)

「真理とは壮麗なる虹秤」　 北斗星君＆南斗星君（近藤 隆＆堀江一眞） 2

「太陽と月を抱く女」　 藤原鷹通＆橘 友雅（中原 茂＆井上和彦） 2

「未来を結ぶ虹のリボン」　 流山詩紋（宮田幸季） 1

「冬空からの贈り物」 　 イサト＆彰紋（高橋直純＆宮田幸季） 1

「美しき破滅への凱歌」 アクラム(置鮎龍太郎) 1

「水蜜桃の雫絵」 橘友雅(井上和彦)

「浄土と阿修羅の金環蝕よ」 藤原泰衡(鳥海浩輔)

「蝶紋の賽よ 天空に転がれ」 平経正＆平惟盛(花輪英司＆松田佑貴) 3

「月読の残香」 ヒノエ(高橋直純) 2

「月光樹の森の忍言」 有川譲＆梶原景時(中原茂＆井上和彦) 2

スターライトクリスマス2010 「終わらないクリスマス」 風早（井上和彦）

2010年12月 「雷に捧ぐ」 藤原泰衡（鳥海浩輔）

「満天の星は宝地図」 サザキ（関 智一）

「今宵、小悪魔になれ」 ヒノエ（高橋直純） 2

"10 YEARS LOVE"＠大阪、横浜 「飛翔のとき」 森村天真（関 智一）

2010年9月、10月 「濁流のほとり 清流の淵」 梶原景時（井上和彦） 2

「雷に捧ぐ」 藤原泰衡（鳥海浩輔）

「火群の地平線」 平 勝真（関 智一） 5

「道化者の哀しき嘘は」 梶原景時（井上和彦） 2

「指先に咲く契り」 有川 譲（中原 茂）

「黒き氷塊の楼閣」  藤原泰衡（鳥海浩輔）

「お前という陽だまり」 源九郎義経（関 智一） 2

「万象の守り人」 白龍（置鮎龍太郎） 2

「ブルーグレーの夜明けに君を」 那岐（宮田幸季） 1

「しあわせの天気予報」  流山詩紋（宮田幸季） 1

「凍華独りこの地に堕ちて」  アクラム（置鮎龍太郎） 2

「緋色の涙の女よ」  橘 友雅（井上和彦） 2

「喪失のモザイク」 藤原幸鷹（中原 茂）

「月光の蜘蛛糸　素肌の海賊船」 翡翠＆アクラム（井上和彦＆置鮎龍太郎）

「逝春の心は黒曜石に」 黒龍（置鮎龍太郎）

「烈 ～切り拓く未来～」  葛城忍人（中原 茂） 2

「退廃の戯れ」 アクラム（置鮎龍太郎） 3

「瞑目の白き残像」 藤原泰衡（鳥海浩輔）

「蒼い魂の龍巻」 イサト（高橋直純）

「月読の残香」 ヒノエ（高橋直純）

「孤影に降る夢」 葛城忍人（中原 茂）

「太陽の背中」 イノリ（高橋直純）

ネオロマンス・アラモード４ 「凍華独りこの地に堕ちて」 アクラム（置鮎龍太郎）

2010年7月 「月光の蜘蛛糸　素肌の海賊船」  翡翠＆アクラム（井上和彦＆置鮎龍太郎）

「慈愛しさは光の砂時計」 風早（井上和彦）

「運命の舟に乗りて」 藤原泰衡（鳥海浩輔）

ネオロマンス・フェスタ11 「濁流のほとり　清流の淵 」 梶原景時(井上和彦)

2010年3月 「運命の舟に乗りて」 藤原泰衡(鳥海浩輔)

「孤影に降る夢」 葛城忍人(中原 茂)

「情熱とためらいの空騒ぎ」 サザキ(関 智一)

「神に背いた永遠の誓い」  風早(井上和彦)

「せーの！ ～太陽は照らすから～」 サザキ(関 智一)土浦梁太郎（伊藤健太郎） 2

ネオロマンス・ファン感謝祭 「暁闇に赤虹の弓を引け」 関　智一(平　勝真役) 1



2010年2月 「回想の草原は金色」 井上和彦(風早役)

「満月は夜空の真珠」
関　智一(源九郎義経役)＆井上和彦(梶原景時
役）

5

「闇を断つ瞳は月光」 関　智一(源九郎義経役) 1

「月下美人」 井上和彦(橘　友雅役)

～遙か十年祭～＠武道館、京都 「退廃の戯れ」 アクラム(置鮎龍太郎)

2010年1月、2月 「氷炎の薔薇の不幸」 シリン(川村万梨阿) 2

「烈 ～切り拓く未来～」 葛城忍人(中原 茂)

「煌めきの月」 ヒノエ(高橋直純)梶原景時(井上和彦) 1

「想い出は時空の結晶」 幻影(浅川 悠) 1

「真理とは壮麗なる虹秤」 北斗星君(近藤 隆)南斗星君(堀江一眞)

「蒼い魂の龍巻」 イサト(高橋直純)

「空蝉の恋」 橘 友雅(井上和彦)

「桜梅は焔華の蝶群に」 平 惟盛(松田佑貴) 1

「潮騒は生涯の相聞歌に…」 武蔵坊弁慶(宮田幸季) 1

「月夜に、音色の想慕文」 平 敦盛(保志総一朗)平 経正(花輪英司) 1

「森籠　水色　精霊歌」 遠夜(高橋直純) 1

「火群の地平線」 平 勝真(関 智一)

「浄土と阿修羅の金環蝕よ」 藤原泰衡(鳥海浩輔)

「花盗人の空は千紫万紅」 サザキ(関 智一)カリガネ(根本正勝)

「陽光の道標」 布都彦(保志総一朗)

「飛翔を秘めた翼」 カリガネ(根本正勝)

「天狼を抱く夜空となりて」 北条政子(川村万梨阿) 2

「蝶紋の賽よ　天空に転がれ」 平 経正(花輪英司)平 惟盛(松田佑貴)

「終の刻に抱くもの」 アクラム(置鮎龍太郎)

「黒き氷塊の楼閣」 藤原泰衡(鳥海浩輔)

スターライトクリスマス2009 「陽光の道標」 布都彦（保志総一朗）

2009年12月 「終わらないクリスマス」 風早（井上和彦）

ネオロマンス15thアニバーサリー 「初嵐の眩暈をお前と」 平 勝真（関 智一） 2

2009年9月 「日蝕の鍵穴」 アクラム（置鮎龍太郎）

「星は刹那の久遠」 葛城忍人（中原 茂）

「白檀・遊戯」 橘 友雅（井上和彦）

「秋化粧の心の花守に」  有川 譲（中原 茂）、白龍（置鮎龍太郎） 1

「満月は夜空の真珠」 源 九郎義経（関 智一）、梶原景時（井上和彦）

「爛漫の嵐を抱け」 藤原幸鷹（中原 茂）、翡翠（井上和彦）

「水蜜桃の雫絵」  翡翠（井上和彦）

「孤独な街はモノクローム」 那岐（宮田幸季） 1

「青葉時雨に佇んで」  藤原鷹通（中原 茂）

「瑠璃稲妻の決意」 源 九郎義経（関 智一）

「せーの！ ～太陽は照らすから～」 サザキ（関 智一）、土浦梁太郎（伊藤健太郎）

「砂塵の城に立つ」  ナーサティヤ（置鮎龍太郎）

「流星の弓矢となりて」 有川 譲（中原 茂） 4

「神に背いた永遠の誓い」  風早（井上和彦）

「月光の蜘蛛糸　素肌の海賊船」 翡翠(井上和彦）、アクラム（置鮎龍太郎）

ネオロマンス・ライヴ2009Summer＠横浜、
大阪

｢浄土と阿修羅の金環蝕よ」 藤原泰衡（鳥海浩輔）

2009年7月、8月 ｢満天の星は宝地図」 サザキ（関 智一）

｢心よ最果ての氷原に｣  梶原景時（井上和彦）

｢蒼天に浚いの風よ吹け｣ 源九郎義経（関 智一）＆藤原泰衡（鳥海浩輔）

｢情熱とためらいの空騒ぎ｣ サザキ（関 智一）

｢月明の映し絵は柔らかく｣ 大伴道臣（鳥海浩輔）

｢慈愛しさは光の砂時計｣ 風早（井上和彦）

｢天泣の涯てに｣ 白龍（置鮎龍太郎）

｢満月は夜空の真珠｣ 源九郎義経（関 智一）＆梶原景時（井上和彦）

｢砂塵の城に立つ｣ ナーサティヤ（置鮎龍太郎）

｢憧憬のプリズムは七色｣ 有川 譲（中原 茂）

｢孤影に降る夢｣ 葛城忍人（中原 茂）



ネオロマンス・フェスタ10 「月光樹の森の忍言」 有川 譲(中原 茂)＆梶原景時(井上和彦)

2008年12月 「瞑目の白き残像」 藤原泰衡(鳥海浩輔)

「満月は夜空の真珠」 源九郎義経(関 智一)＆梶原景時(井上和彦)

「光と闇の半夏生は」 平 敦盛(保志総一朗)

ネオロマンス・ライヴ 2008 Summer＠横
浜、大阪

「夏という光の泡沫」 梶原景時（井上和彦）

2008年6月、7月 「夢と切なさの万華鏡」 永泉（保志総一朗）

「千載不磨の夜明け前」  藤原泰衡（鳥海浩輔） 1

「黒き氷塊の楼閣」 藤原泰衡（鳥海浩輔）

「水蜜桃の雫絵」 翡翠（井上和彦）

「空にとどく宣誓」  布都彦（保志総一朗）

遙か祭2008 「月を抱く天秤」　 ヒノエ（高橋直純）

2008年3月 「万象の守り人」　 白龍（置鮎龍太郎）

「天狼を抱く夜空となりて」　 北条政子（川村万梨阿）

「玲瓏なる覚悟よ」　 武蔵坊弁慶（宮田幸季） 1

「お前という陽だまり」　 源九郎義経（関智一）

「月氷の背中は陽炎」　 有川譲（中原茂）

「花篝のささやかな恋よ」　 平敦盛（保志総一朗）

「夏という光の泡沫」　 梶原景時（井上和彦）

「蝶紋の賽よ　天空に転がれ」 平経正（花輪英司）、平惟盛（松田佑貴）

「逆風の時空にひとり」　 有川将臣 (三木眞一郎) 1

ネオロマンス・アラモード3 「黒き氷塊の楼閣」 藤原泰衡（鳥海浩輔）

2007年12月 「心よ最果ての氷原に」 梶原景時（井上和彦）

ネオロマンス・フェスタ9 「露華衣の秘めたる誓い」 彰紋（宮田幸季） 1

2007年9月 「箒星のゆびきり」 イノリ（高橋直純） 1

ネオロマンス・ライヴ2007 Summer 「夢と切なさの万華鏡」 永泉（保志総一朗）

2007年7月 「満月は夜空の真珠」 源九郎義経（関　智一）＆梶原景時（井上和彦）

「裏切り者の悲愴な叫び」 梶原景時（井上和彦）

「土砂降りLONELY HEART」 森村天真（関　智一）

「花篝のささやかな恋よ」 平　敦盛（保志総一朗）

ネオロマンス・ライヴ2006Autumn 「そしてお前に出逢えただけで…」 イサト（高橋直純）

2006年9月 「蒼い秘密の夢をみた」 イサト（高橋直純） 1

「夕虹の淡き秘めごと」 源泉水（保志総一朗）

「あたたかき追想の湖に」 平敦盛（保志総一朗） 1

「黒き氷塊の楼閣」 藤原泰衡（鳥海浩輔）

「瞑目の白き残像」 藤原泰衡（鳥海浩輔）

遙か祭2006 「月を抱く天秤」　 ヒノエ（高橋直純）

2006年8月 「ミルフィーユ・ドリーム」 流山詩紋（宮田幸季） 2

｢青空の約束｣ 高橋直純（イノリ）、宮田幸季（流山詩紋） 3

「喪失のモザイク」 中原 茂（藤原幸鷹）

「螢の灯籠」 中原 茂（藤原鷹通）

「漂流船の甘美き後悔よ」　 翡翠（井上和彦） 1

「花篝のささやかな恋よ」　 平　敦盛（保志総一朗）

「玉響のしずく」
橘友雅（井上和彦）永泉（保志総一朗）多季史（櫻
井孝宏）

1

ネオロマンス・ライヴ in SonyMusic
AnimeFES.06

「オオカミの涙」 関 智一（森村天真） 1

2006年5月 「瞳と瞳のＩｇｎｉｔｉｏｎ」 関 智一（森村天真） 2

「風待ち月に吹く風は」 藤原鷹通（中原茂） 2

「流星の弓矢となりて」 有川 譲 （中原 茂）

「黒き氷塊の楼閣」 藤原泰衡（鳥海浩輔）

「瞑目の白き残像」 藤原泰衡（鳥海浩輔）

ネオロマンス・アラモード2 「透模様の素肌はラビリンス」 藤原幸鷹(中原 茂)

2006年3月 「白檀・遊戯」 橘 友雅（井上和彦）

「黒き氷塊の楼閣」 藤原泰衡（鳥海浩輔）



ネオロマンス・ライヴ2005Winter 「初嵐の眩暈をお前と」　 関智一（平勝真）

2005年12月 「宵闇と秋風の薫物合を」　 彰紋（宮田幸季） 1

「満月の雫は媚薬」  武蔵坊弁慶 （宮田幸季） 1

「霧雨の繭の中で」 平 敦盛 （保志総一朗） 1

ネオロマンス・アラモード 「花園への招待状」 彰紋（宮田幸季） 1

2005年9月 「流星の弓矢となりて」 有川 譲 （中原 茂）

ネオロマンス・フェスタ8 「流星の弓矢となりて」 有川 譲 （中原 茂）

2005年7月 「道化者の哀しき嘘は」  梶原景時 （井上和彦）

「儚さと強さのあいだで…」 保志総一朗（永泉）

「鍾乳洞の彷徨人」 和仁（浅川悠） 1

遙か祭2005 「火群の地平線」 関智一（平勝真）

2005年3月 「瞳と瞳のＩｇｎｉｔｉｏｎ」 関 智一（森村天真）

「炎の涙で泣きじゃくれ」 高橋直純（イノリ）

「電光石火の恋」　 ヒノエ（高橋直純）

「白夜のひまわり」 流山詩紋（宮田幸季） 5

「ミルフィーユ・ドリーム」 流山詩紋（宮田幸季）

「喪失のモザイク」 中原 茂（藤原幸鷹）

「風待ち月に吹く風は」 藤原鷹通（中原茂）

「緋色の涙の女よ」 橘友雅（井上和彦）

「爛漫の嵐を抱け」 藤原幸鷹（中原 茂）＆翡翠（井上和彦）

「白・曼珠沙華」 永泉(保志総一朗)

「彩雨の揺り篭」 保志総一朗（源泉水）

「閃光と疾走の絆」
イサト（高橋直純）、彰紋（宮田幸季）、源泉水（保
志総一朗）

2

「奇跡のプレゼント」
イサト（高橋直純）、彰紋（宮田幸季）、源泉水（保
志総一朗）

2

「氷炎の薔薇の不幸」 シリン(川村万梨阿)

「ｆｌｏｗｉｎ’ｎ～浮雲～」 セフル（浅川悠），ラン（桑島法子） 1

ネオロマンス・フェスタ7 「奇跡のプレゼント」
イサト（高橋直純）、彰紋（宮田幸季）、源泉水（保
志総一朗）

2004年12月 「閃光と疾走の絆」
イサト（高橋直純）、彰紋（宮田幸季）、源泉水（保
志総一朗）

「風花昇華 ～凛～」
イサト（高橋直純）、彰紋（宮田幸季）、源泉水（保
志総一朗）

1

「喪失のモザイク」 中原茂（藤原幸鷹）

ネオロマンス・ライヴ 2004 Summer 「火群の地平線」 関智一（平勝真）

2004年8月 「虹色・腕」 イノリ(高橋直純)

「嵐になれ光になれ」 イノリ(高橋直純)

「水蜜桃の雫絵」 井上和彦（翡翠）

｢月下美人｣ 井上和彦（橘 友雅）

「日蝕の鍵穴」 アクラム（置鮎龍太郎）

ネオロマンス・フェスタ6＠横浜、大阪 「火群の地平線」 関智一（平勝真）

2004年3月 「太陽の背中」 イノリ（高橋直純）

「夜籠りの夢」 宮田幸季（彰紋） 2

「彩雨の揺り篭」 保志総一朗（源泉水）

ネオロマンス・ライヴ 2003 Autumn ＠横
浜、大阪

「蒼い魂の龍巻」 高橋直純（イサト）

2003年10月 ｢嵐になれ光になれ｣ 高橋直純（イノリ）

「白夜のひまわり」 宮田幸季（流山詩紋）

「彩雨の揺り篭」 保志総一朗（源泉水）

「天翔ける翼で」
イサト（高橋直純），彰紋（宮田幸季），源泉水（保
志総一朗）

1

「退廃の戯れ」 置鮎龍太郎（アクラム）

ネオロマンス・フェスタ5＠大阪、横浜 「喪失のモザイク」 中原茂（藤原幸鷹）

2003年6月、7月 「夜籠りの夢」 宮田幸季（彰紋）

「色彩の雫」 永泉(保志総一朗) 1

「蒼い魂の龍巻」 高橋直純（イサト）

「青空の約束」 イノリ（高橋直純）＆流山詩紋（宮田幸季）



ネオロマンス・ライヴ2003 Spring＠横浜、
大阪

「螢の灯籠」 中原 茂（藤原鷹通）

2003年3月 「太陽の背中」 イノリ（高橋直純）

「虹色・腕」 高橋直純(イノリ)

「夢の降る丘で」 流山詩紋(宮田幸季) 2

「白夜のひまわり」 宮田幸季（流山詩紋）

｢嵐になれ光になれ｣ 高橋直純（イノリ）

「紫藤の花言葉」 藤原鷹通(中原茂)

「青空の約束」 イノリ（高橋直純）＆流山詩紋（宮田幸季）

ネオロマンス・フェスタ４＠横浜、大阪 「白・曼珠沙華」 永泉(保志総一朗)

2002年12月 「白夜のひまわり」 宮田幸季（流山詩紋）

「太陽の背中」 イノリ（高橋直純）

ネオロマンス・フェスタ3 「紫藤の花言葉」 藤原鷹通（中原 茂）

2002年7月 「虹色・腕」 高橋直純(イノリ)

「白・曼珠沙華」 永泉(保志総一朗)

「夢の降る丘で」 流山詩紋(宮田幸季)

｢月下美人｣ 井上和彦（橘 友雅）

ネオロマンス・フェスタ2 「螢の灯籠」 中原 茂（藤原鷹通）

2001年11月 「虹色・腕」 高橋直純(イノリ)

「白夜のひまわり」 宮田幸季（流山詩紋）

ネオロマンス・フェスタ 「螢の灯籠」 中原 茂（藤原鷹通）

2000年11月 「太陽の背中」 イノリ（高橋直純）


