
イベント名 曲名 キャラクター名/CV 累計

20th アニバーサリー・フィナーレ 「憐涙の終止符」 楠 大典(マティアス) 8

2015年12月 「Sunny Shiny Holiday」 ロシュ（木村良平） 6

「臆病なままのPierrot」 高橋広樹(レイン) 5

「Crazy Beat」 レイン（高橋広樹） 9

ネオロマンス・ハロウィンパーティー 2015 「Endless Spiral」 高橋広樹(レイン) 6

2015年10月

ネオロマンス20thアニバーサリー 「Crazy Beat」 レイン（高橋広樹）

2014年9月 「君色フィルム」　 ベルナール（平川大輔） 6

「漆黒のLament」　 マティアス（楠 大典） 9

アニバーサリーイヴ 「路地裏It’s so free」 木村良平（ロシュ） 10

2013年12月 「Secret Rendezvous」 高橋広樹（レイン） 5

「漆黒のLament」 楠 大典（マティアス）

ネオロマンス・アラモード５ with 下天の華 「憐涙の終止符」 楠 大典（マティアス）

2013年3月 「Daydream Driving」 高橋広樹（レイン） 3

スターライトクリスマス2012 「憐涙の終止符」 楠 大典(マティアス)

2012年12月 「Secret Rendezvous」 高橋広樹(レイン)

「雪降る街のCeremony」 平川大輔 (ベルナール) 5

ネオロマンスハロウィンパーティー 「路地裏It’s so free 」 木村良平 (ロシュ)

2012年10月

ネオロマンス・フェスタ13 inviting 戦国無双 「臆病なままのPierrot」 高橋広樹(レイン)

2012年7月 「Endless Spiral」 高橋広樹(レイン)

「漆黒のLament」 楠 大典(マティアス)

JOF2 「RIGHT&BRIGHT」 レイン（高橋広樹） 4

2012年2月

スターライトクリスマス2011 「SHE’S MY GIRL」 レイン＆ニクス（高橋広樹＆大川 透） 4

2011年12月 「漆黒のLament」 マティアス（楠 大典）

「Secret Rendezvous」 レイン（高橋広樹）

ネオロマンス・ライヴ2011Autumun 「Innocent Jewels」 高橋広樹（レイン）・入野自由（エレンフリート） 3

2011年9月 「Crazy Beat」 高橋広樹（レイン）

「premier amour」 入野自由（エレンフリート） 4

「NO SELF-CONTROL」 入野自由（エレンフリート） 5

「Daydream Driving」 高橋広樹（レイン）

「君色フィルム」 平川大輔（ベルナール）

「Farewell Smiｌe」 平川大輔（ベルナール） 4

JOF 「Daydream Driving」 高橋広樹（レイン）

2011年2月 「高鳴る鼓動はAllegrissimo」 ベルナール(平川大輔)/ロシュ(木村良平) 4

スターライトクリスマス2010 「Ceremonyは永遠に」 ベルナール（平川大輔） 1

2010年12月 「憐涙の終止符」 マティアス（楠 大典）

"10 YEARS LOVE"＠大阪、横浜 「君色フィルム」 ベルナール（平川大輔）

2010年9月、10月 「漆黒のLament」  マティアス（楠 大典）

「憐涙の終止符」  マティアス（楠 大典）

「雪降る街のCeremony」 ベルナール（平川大輔）

「路地裏It's so free」 ロシュ（木村良平）

「Crazy Beat」 レイン（高橋広樹）

「Cruel Aria～残酷な旋律」 ニクス（大川 透） 2

「SHE'S MY GIRL」 レイン＆ニクス（高橋広樹＆大川 透）

「Secret Rendezvous」  レイン（高橋広樹）

「陽だまりの序曲」  ニクス（大川 透） 3

「Sunny Shiny Holiday」 ロシュ（木村良平）

「憂いの城」 ルネ（山口勝平） 4

「I pray～風に乗せて」 ルネ（山口勝平） 3

「NO SELF-CONTROL」 エレンフリート（入野自由）



「Hardest Squall」 エレンフリート（入野自由） 2

「premier amour」 エレンフリート（入野自由）

「臆病なままのPierrot」  レイン（高橋広樹）

ネオロマンス・アラモード４ 「高鳴る鼓動はAllegrissimo」 ベルナール（平川大輔）＆ロシュ（木村良平）

2010年7月 「Endless Spiral」  レイン（高橋広樹）

「Delicious Kitchen」 ジェイド（小野坂昌也） 1

ネオロマンス・フェスタ11 「憐涙の終止符」 マティアス(楠 大典)

2010年3月 「HAPPY DATE」 ベルナール(平川大輔) 6

「Dear My Princess」 ジェイド(小野坂昌也)ベルナール(平川大輔) 2

「RIGHT ＆ BRIGHT」 レイン(高橋広樹)

「Sweetsの魔法」  ジェイド(小野坂昌也) 2

ネオロマンス・ファン感謝祭 「路地裏It’s so free」 木村良平(ロシュ役)

2010年2月 「Farewell Smile」 平川大輔(ベルナール役)

「Sunny Shiny Holiday」 木村良平(ロシュ役)

「HAPPY DATE」 平川大輔(ベルナール役)

スターライトクリスマス2009 「Secret Rendezvous」 レイン（高橋広樹）

2009年12月 「雪降る街のCeremony」 ベルナール（平川大輔）

「高鳴る鼓動はAllegrissimo」 ベルナール（平川大輔）＆ロシュ（木村良平）

「路地裏It's so free」 ロシュ（木村良平）

「漆黒のLament」 マティアス（楠 大典）

ネオロマンス15thアニバーサリー 「Sunny Shiny Holiday」  ロシュ（木村良平）

2009年9月 「premier amour」 エレンフリート（入野自由）

「凛華の如く」 ヒュウガ（小野大輔） 1

「HAPPY DATE」 ベルナール（平川大輔）

「La Vie En Rose～薔薇色の奇跡～」  エレンフリート（入野自由）、ロシュ（木村良平） 2

「SUNSHINE PARTY」 ヒュウガ（小野大輔）、ベルナール（平川大輔） 1

「高鳴る鼓動はAllegrissimo」 ベルナール（平川大輔）、ロシュ（木村良平）

「Eyes to Eyes」 ジェイド（小野坂昌也） 2

「Cruel Aria ～残酷な旋律」  ニクス（大川 透）

「Crazy Beat」 レイン（高橋広樹）

「SILENT DESTINY」
レイン（高橋広樹）、ニクス（大川 透）ジェイド
（小野坂昌也）、ヒュウガ（小野大輔）

2

「Home Sweetest Home」 ニクス（大川 透）、ヒュウガ（小野大輔） 1

「Eternal Green～君という永遠」
レイン（高橋広樹）、ニクス（大川 透）ジェイド
（小野坂昌也）、ヒュウガ（小野大輔）

1

「漆黒のLament」 マティアス（楠 大典）

「憂いの城」 ルネ（山口勝平）

「Endless Spiral」 レイン（高橋広樹）

「陽だまりの序曲」 ニクス（大川 透）

「SHE'S MY GIRL」 レイン（高橋広樹）、ニクス（大川 透）

「粉雪のCrescendo」 ルネ（山口勝平）、マティアス（楠 大典） 2

ネオロマンス・ライヴ2009Summer＠横浜、大阪 ｢RIGHT ＆ BRIGHT｣ レイン（高橋広樹）

2009年7月、8月 ｢Farewell Smile～君色フィルム　メドレー｣ ベルナール（平川大輔）

｢Endless Spiral｣ レイン（高橋広樹）

｢Hardest Squall｣ エレンフリート（入野自由）

｢憐涙の終止符｣ マティアス（楠 大典）

｢路地裏 It's so free」  ロシュ（木村良平）

｢Sunny Shiny Holiday」 ロシュ（木村良平）

ネオロマンス・ライヴ ～アンジェ＆ネオアン～ 「NO SELF-CONTROL」 エレンフリート（入野自由）

2009年3月 「憐涙の終止符」 マティアス（楠大典）

「I pray～風に乗せて」  ルネ（山口勝平）

「粉雪のCrescendo」 ルネ・マティアス（山口勝平・楠大典）

「Innocent Jewels」 レイン・エレンフリート（高橋広樹・入野自由）

「臆病なままのPierrot」 レイン（高橋広樹）

「路地裏It's so free」 ロシュ（木村良平）

「Sunny Shiny Holiday」 ロシュ（木村良平）

ネオロマンス・フェスタ10 「RIGHT ＆ BRIGHT」 レイン(高橋広樹)

2008年12月 「君色フィルム」 ベルナール(平川大輔)

「路地裏 It's so free」 ロシュ(木村良平)



「Premier Amour」 エレンフリート（入野自由）

「Innocent Jewels」 レイン（高橋広樹）＆エレンフリート（入野自由）

「雪降る街のCeremony」 ベルナール（平川大輔）

「漆黒のLament」 マティアス(楠 大典)

ネオ アンジェリーク　大陸祭典 「JOY　ＴＯ　ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ」
オーブハンター４：レイン（高橋広樹 ）、ニクス
（大川透）、ジェイド（小野坂昌也）、ヒュウガ（小
野大輔） オーブハンター４

1

2008年9月 「路地裏It's so free」 ロシュ（木村良平）

「月映の夜想歌」 ヒュウガ（小野大輔） 1

「ＰＲＯＵＤ　ＹＯＵ」 ＨＢ（ヒューベル）：（小野大輔）,（平川大輔） 1

「ＳＨＥ’Ｓ　ＭＹ　ＧＩＲＬ」 レイン（高橋広樹 ）、ニクス（大川透）

「La Vie en Rose ～薔薇色の奇跡～」 エレンフリート（入野自由）、ロシュ（木村良平）

「陽だまりの序曲」 ニクス（大川透）

「漆黒のＬａｍｅｎｔ」 マティアス（楠大典）

「Eyes　to　Eyes」 ジェイド（小野坂昌也）

「ＳＩＬＥＮＴ　ＤＥＳＴＩＮＹ」
オーブハンター４：レイン（高橋広樹 ）、ニクス
（大川透）、ジェイド（小野坂昌也）、ヒュウガ（小

「ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ」 ジェット（中村悠一） 1

「臆病なままのＰｉｅｒｒｏｔ」 レイン（高橋広樹 ）

「君色フィルム」 ベルナール（平川大輔）

「Ｉ　pray　～風に乗せて」 ルネ（山口勝平）

「ＮＯ　ＳＥＬＦ－ＣＯＮＴＲＯＬ」 エレンフリート（入野自由）

ネオロマンス・ライヴ 2008 Summer＠横浜、大阪 「Arc-en-ciel～キミの瞳にかかる虹～」 ルネ（山口勝平） 2

2008年6月、7月 「NO SELF-CONTROL」 エレンフリート（入野自由）

「Farewell Smile」 ベルナール（平川大輔）

「HAPPY DATE」 ベルナール（平川大輔）

「甘い素顔はSecret」 ルネ（山口勝平） 1

「路地裏it's so free」 ロシュ（木村良平）

「Endless Spiral」 レイン（高橋広樹）

ネオロマンス・アラモード3 「Crazy Beat」 レイン（高橋広樹）

2007年12月 「雪降る街のCeremony」 ベルナール（平川大輔）

「君がいるこの胸の楽園」 ジェイド（小野坂昌也） 1

ネオロマンス・フェスタ9 「HAPPY DATE」 ベルナール（平川大輔）

2007年9月 「Crazy Beat」 レイン（高橋広樹）

ネオロマンス・ライヴ2007 Summer 「Arc-en-ciel～キミの瞳にかかる虹～」 ルネ（山口勝平）

2007年7月 「憂いの城」 ルネ（山口勝平）

「紫紺の火道」 ヒュウガ（小野大輔） 2

「紅紫の輪舞」 ヒュウガ（小野大輔）＆ルネ（山口勝平） 1

アンジェ舞踏会 「Crazy Beat」 レイン（高橋広樹）

2006年12月 「眠れる森の果て」 ニクス（大川　透 ） 2

「紫紺の火道」 ヒュウガ（小野大輔）

「Dear My Princess」 ジェイド(小野坂昌也)ベルナール(平川大輔)

「憂いの城」 ルネ（山口勝平）

ネオロマンス・ライヴ2006Autumn 「Sweetsの魔法」 ジェイド(小野坂昌也)

2006年9月 「HAPPY DATE」 ベルナール（平川大輔）

ネオロマンス・アラモード2 「Crazy Beat」 レイン（高橋広樹）

2006年3月 「眠れる森の果て」 ニクス（大川　透 ）


