
シーン
No. 元ネタ動画 スタート エンド 秒数 弾幕、愛称 担当者 素材動画 主旋パート ハモリパート 副旋パート リズム隊 荒ぶり隊

1 エージェント夜を往く 0:00:00 0:49:00 0:49:00 とかちつくちて 篠笛 尺八 尺八 平太鼓、〆太鼓 琴

2 ハレ晴レユカイ 0:49:00 1:17:00 0:28:00
ある晴れた日のこ
と 三線、篠笛 尺八 平太鼓、〆太鼓 津軽三味線

3
患部で止まってすぐ溶
ける ～ 狂気の優曇華院 1:17:00 1:28:00 0:11:00

昆布だしきいてる
よ 琴 琴 篠笛 津軽三味線

4
Help me,
ERINNNNNN!! 1:28:00 1:38:00 0:10:00 助けてえーりん 津軽三味線 津軽三味線 篠笛 木魚

5 nowhere 1:39:00 1:48:00 0:09:00 ヤンマーニ 三線 尺八 三味線 〆太鼓 鐘

6 クリティウスの牙 1:48:00 2:25:00 0:37:00
バーサーカーソウ
ル

尺八（低）、篠笛
（高） 尺八 胡弓 平太鼓、〆太鼓 詩吟

7 GONG 2:25:00 2:36:00 0:11:00
いまこそ立ち上が
れ 津軽三味線 三線 木魚 鐘

8 森のキノコにご用心 2:36:00 2:46:00 0:10:00 胡弓 琴（追） 三味線 木魚 鐘

9 Butter-Fly 2:46:00 2:56:00 0:10:00 三味線 尺八 平太鼓、〆太鼓 津軽三味線

10 真赤な誓い 2:57:00 3:19:00 0:22:00 真赤な誓い 篠笛 篠笛 胡弓（Butter-Fly） 木魚 三線

11 エアーマンが倒せない 3:17:00 3:39:00 0:22:00 津軽三味線 尺八 平太鼓、〆太鼓 津軽三味線（裏拍）

12 勇気VS意地 3:40:00 3:50:00 0:10:00 たまきーん 琴、尺八 三味線 平太鼓、〆太鼓 津軽三味線（裏拍）

13 アンインストール 3:50:00 4:13:00 0:23:00
胡弓（前）、篠笛
（後） 尺八 三味線（後） 木魚、〆太鼓 三線（前）

14 鳥の詩 4:11:00 4:35:00 0:24:00 国歌 三線 三味線 琴

15 you 4:35:00 4:57:00 0:22:00 琴 琴、胡弓 〆太鼓（後） 三線（後）

16
魔理沙は大変なものを
盗んでいきました 4:57:00 5:44:00 0:47:00 あんああん 胡弓 篠笛、琴（you）

木魚（前）、〆太鼓
（後） 三線、鐘

17 Dr.WILY STAGE 1 5:44:00 6:47:00 1:03:00 おっくせんまん 津軽三味線 尺八
琴（前）、胡弓
（後） 平太鼓、〆太鼓 三線（後）

18 God knows... 6:47:00 7:11:00 0:24:00 胡弓 胡弓
篠笛（おっくせんま
ん） 平太鼓、〆太鼓

津軽三味線（裏
拍）、鐘

19 もってけ!セーラーふく 7:11:00 7:32:00 0:21:00 結論 三線 尺八（後） 三味線 平太鼓、〆太鼓 篠笛

20
ガチャガチャへるつ･
ふぃぎゅ＠ラジオ 7:32:00 7:49:00 0:17:00 尺八、三味線

木魚、平太鼓、〆太
鼓 津軽三味線、鐘

21 創聖のアクエリオン 7:49:00 8:10:00 0:21:00 愛してるう 篠笛 胡弓（後） 尺八、胡弓（後）

22 ふたりのもじぴったん 8:10:00 琴 津軽三味線（追） 尺八、胡弓 平太鼓、〆太鼓

23 つるぺったん 8:31:00 0:21:00 つるぺったん 琴
琴、津軽三味線
（追） 尺八、胡弓 平太鼓、〆太鼓

24 地上BGM 8:31:00 8:39:00 0:08:00 三味線 胡弓 平太鼓、〆太鼓

25 true my heart 8:39:00 8:56:00 0:17:00 きしめん 尺八 篠笛 木魚 三線、鐘

26 kiss my lips 8:55:00 9:03:00 0:08:00 津軽三味線 木魚 三線、鐘

27 RODEO MACHINE 9:03:00 9:13:00 0:10:00 おまいGONZO 琴 尺八 木魚

28 序曲 9:13:00 9:33:00 0:20:00 (｀・ω・´)ゞ 胡弓、篠笛 尺八 尺八 平太鼓、〆太鼓

29 FINAL FANTASY 9:33:00 9:45:00 0:12:00 胡弓、篠笛 尺八 尺八 平太鼓、〆太鼓

30
ガチャガチャきゅ～と
・ふぃぎゅ＠メイト 9:33:00 9:58:00 0:25:00 尺八、三線 篠笛、琴 平太鼓、〆太鼓 津軽三味線、鐘

31
あいつこそがテニスの
王子様 9:59:00 10:01:00 0:02:00 琴 琴

32 レッツゴー!陰陽師 10:01:00 10:05:00 0:04:00
尺八、三線、篠笛、
琴 平太鼓、〆太鼓 津軽三味線、鐘

ここからカオスタイム



魔理沙は大変なものを
盗んでいきました 10:05:00

Dr.WILY STAGE 1

ハレ晴レユカイ

寝・逃・げでリセット!

激突!グルメレース
U.N.オーエンは彼女な
のか?

ケロ⑨destiny
みっくみくにしてあげ
る♪

レッツゴー!陰陽師

時報（ニコニコ動画） 11:00:00 0:55:00


