
NMC-1100SSeeaassiiddee  RReessoorrtt  --沖沖縄縄のの波波とと鳥鳥とと  ((SSeeppaarraattee  TTrraacckkss))

https://youtu.be/xL-9EM59iGYYouTube サンプル版

「Seaside Resort -沖縄の波と鳥と」のセパレートトラック版。環境
効果音のみの作品です。ステレオの左が鳥、右が波に分かれて収録さ
れているのでスピーカーの配置によってユニークな演出が可能です。
その音は宮古島の朝そのもの。ゆる～く心地よい沖縄時間が流れ、自
然に肩の力が抜けるリラクゼーション効果音です。



NMC-1099悠悠久久世世界界  --  OOrriieennttaall  MMeeddiittaattiioonn

https://youtu.be/sS2qbiz-00oYouTube サンプル版

奥ゆかしいオリエンタルな香りに身を任せ、ひとときのリラクゼー
ションに悠久の時の移ろいを感じる。雄大な歴史を感じさせる「癒
し」サウンドです。整体／鍼灸／整骨院・中国式／タイ古式マッサー
ジ・アジアン雑貨店等、東洋的なムード・スピリチュアル空間の演出
にどうぞ。お寺での催し物やアジアンリゾート系の旅行代理店にもお
すすめ。品のいいお香のように空間を和やかにします。



NMC-1098LLooccoommoo--AAccttiivvee

https://youtu.be/rUY8HZPlLTsYouTube サンプル版

爽やかなアコースティックサウンドが誘う憧れの鉄道の旅。車窓に流
れる景色を眺めながら聴きたくなる旅情満点のBGMです。鉄道ファ
ンが集まるカフェ・イベントの他、旅行代理店・お土産物屋さん等、
旅情緒を演出する場面におすすめのサウンド。



NMC-1097北北海海ああららななみみ節節

https://youtu.be/7JWnNMJxZ9YYouTube サンプル版

津軽三味線・尺八をフィーチャーした日本の「荒波」サウンド。港で
とれたて風のムード満点、活きのよい海鮮に舌鼓！居酒屋・和風飲食
店の他、魚市場・魚屋・魚売り場・出汁専門店・乾物屋・練物屋・寿
司屋等のBGMにおすすめ。マグロ解体ショーや、料理系の配信で流
すと包丁さばきが映えるかも？？ 豪快＆匠な職人技の世界を演出し
ます。



NMC-1096bbooookkmmaarrkk

https://youtu.be/4hocgtCwD0cYouTube サンプル版

モダンでインテリジェントなサウンドが図書館・書店・時計店・メガ
ネ屋・クリニック・歯科医院・ブックカフェ・コワーキングスペー
ス・文房具屋等の空間を知的に演出します。小さめのボリュームで
バックグラウンドに流すのがおすすめ。人がマックス集中できる限度
と言われる「45分間」ぴったりの長さの番組。耳障りにならないシ
ンプルなミニマルミュージックが読書や勉強を応援します。



NMC-1095CCaaffee  ddeell  ssooll

https://youtu.be/1kD-M-mCjbQYouTube サンプル版

南米のエキゾチックなテイストを感じるホットなイージーリスニン
グ。ラテンの熱いサウンドが現地のオープンカフェさながらのワイル
ドな雰囲気をリアルに演出。コーヒー豆販売や南米料理店等におすす
めです。屋外での販売やオープンテラス席で流すことで熱帯独特の開
放的なイメージを強調することができるでしょう。



NMC-1094PPeeaaccee  ooff  PPiieecceess

https://youtu.be/CCT9uvJGUzsYouTube サンプル版

爽快で瑞瑞しいヒーリングミュージック。清らかな音楽の粒が空間に
浸透し、冷えた化粧水のように心を潤わせます。健康・美容・安息を
サポートする、心身共に女性を癒してくれるリラックスサウンド。エ
ステ・マッサージ・岩盤浴・露天温泉等のBGMに最適の内容です。



NMC-1093怨怨  --oonn--

https://youtu.be/o8awacxp560YouTube サンプル版

不安と恐怖を煽るおどろおどろしいサウンド。身の毛もよだつ、怨念
のこもったジャパニーズホラーの世界観をイメージ。夜一人で聴くの
はおすすめしません。怪談・ホラー・肝試し・お化け屋敷等、怪奇イ
ベントを一層恐ろしく演出する決定版BGMです。



NMC-1092FFaaiirryy  rrooaadd

https://youtu.be/s3PsijFtPjAYouTube サンプル版

どこかに小人や妖精が隠れているかも…？そんな雰囲気のファンタ
ジーサウンド。幻想的な光の空間を演出するイルミネーションやアー
トイベントのサウンドにぴったり。静かめで神秘的な曲想はリラック
ス効果もあり、癒し処のBGMにもおすすめの内容です。



NMC-1091MMiinniiCCaassuu

https://youtu.be/XOYu4hVV5BkYouTube サンプル版

無造作に並べられた音が法則に従って徐々に変化し、楽しいパターン
を生み出していくミニマルミュージック。スタイリッシュで親しみや
すいリズミカルサウンドが知的好奇心を刺激します。色んなアイテム
の組み合わせを試したり、景色やシチュエーションの変化を楽しむよ
うな場面に効果を発揮するでしょう。例えばインテリアショップ、雑
貨屋、家具屋、靴屋、アクセサリーショップのBGMにいかがでしょ
うか？



NMC-1090[[bbeerrrryyss  ppoopp]]  MMIIRRAACCLLEEBBEERRRRYY

https://youtu.be/qcoQvsNtxqwYouTube サンプル版

胸キュン女子のおしゃれ・かわいい・セクシーが盛りだくさん
の"berrys pop"シリーズ。奇抜な言動・個性的なファッションなど、
独自の魅力でファンを振り回す「ほんわか不思議ちゃん」をイメージ
したBGM。キュートでゆる～い萌え萌えサウンドはユニークな世界
観のアイドルや声優さんのイベント・配信に大活躍！



NMC-1089[[bbeerrrryyss  ppoopp]]  BBLLAACCKKBBEERRRRYY

https://youtu.be/XYAPUGFNk90YouTube サンプル版

胸キュン女子のおしゃれ・かわいい・セクシーが盛りだくさん
の"berrys pop"シリーズ。ちょっと大人っぽいエレクトロニカ・魅惑
的なEDM等、"kawaii&sexy"が光る小悪魔系サウンドにファンはメロ
メロ。ツンデレ系アイドルやお姉さん系タレントさんの配信やイベン
トをクールでエキサイティングに演出します。



NMC-1088[[bbeerrrryyss  ppoopp]]  CCRRAANNBBEERRRRYY

https://youtu.be/6eymEed4NesYouTube サンプル版

胸キュン女子のおしゃれ・かわいい・セクシーが盛りだくさん
の"berrys pop"シリーズ。今日はおしゃれしてデート！期待感、はや
る気持ち、ちょっぴり照れくさい、でも待ちきれない！そんな恋する
乙女のドキドキハッピー、テンション上げ上げサウンドがアイドル系
の配信やイベントを盛り上げます。



NMC-1087[[bbeerrrryyss  ppoopp]]  RRAASSPPBBEERRRRYY

https://youtu.be/MyjZMlugt_AYouTube サンプル版

胸キュン女子のおしゃれ・かわいい・セクシーが盛りだくさん
の"berrys pop"シリーズ。ゆるふわキュートなボサノバポップ。トー
クの邪魔にならない控え目のサウンドは女性ライブ配信・ゆる系イベ
ントにおすすめ。



NMC-1086[[bbeerrrryyss  ppoopp]]  BBLLUUEEBBEERRRRYY

https://youtu.be/UNaBvfJqsPMYouTube サンプル版

胸キュン女子のおしゃれ・かわいい・セクシーが盛りだくさん
の"berrys pop"シリーズ。乙女心をくすぐる甘く切ないエレクトロ
ポップ。アイドル・声優さん・女性ライバーの配信や、ガーリッシュ
な商品のプレゼンテーションにおすすめ。



NMC-1085[[bbeerrrryyss  ppoopp]]  SSTTRRAAWWBBEERRRRYY

https://youtu.be/3MGkkILMfIkYouTube サンプル版

胸キュン女子のおしゃれ・かわいい・セクシーが盛りだくさん
の"berrys pop"シリーズ。萌え萌えキュートポップなぐるぐる目が回
るハイテンションチューン。声優さん・アイドル・VTuver・コスプ
レ・メイド喫茶・同人イベント・コミケなど、サブカル日本のkawaii
を元気に応援。キッズ向け商品やイベントにも相性抜群。



NMC-1084雨雨侍侍  --  RRaaiinn  SSaammuurraaii

https://youtu.be/9WS6aB9H7rYYouTube サンプル版

尺八・三味線のなどの和楽器の繊細でワイルドな演奏に、山や森に降
る雨音を合わせたBGM。降りしきる冷たい雨の中、森を抜け谷を越
え、あぜ道を山道を、無頼の侍が行く。邦楽風ギターソロやドラマ
チックなストリングスオーケストラも収録。大和魂が奮い立つ本格和
風サウンドです。



NMC-1083TTRROOPPIICCAALL  BBEEAACCHH  BBIIRRDDSS

https://youtu.be/QdM2-j9vPHkYouTube サンプル版

異国情緒溢れるポリネシアンミュージックの合間に聞こえる鳥の鳴き
声、爽やかな波の音。ここはタヒチ？サモア？それともハワイ？いつ
でもどこでも常夏のリゾートアイランドにトリップ、南国気分を味わ
えるバーチャルBGMです。トロピカルテイストのお店やカフェに
ぴったりのサウンド。



NMC-1082HHaawwaaiiii  WWaavveess

https://youtu.be/QOz3QwewXkEYouTube サンプル版

ゆる～いハワイアンミュージックの合間に聞こえるおだやかな波の音
が気持ちいい。いつでも常夏のワイキキビーチにトリップ、手軽にリ
ゾート気分を演出できるバーチャルBGMです。ハワイアン風のお店
やカフェはもちろん、超リラックスサウンドで場所を選ばずのんびり
気分を演出できます。



NMC-1081SSeeaassiiddee  RReessoorrtt  --沖沖縄縄のの波波とと鳥鳥とと

https://youtu.be/iQ5Lf5SnzK8YouTube サンプル版

環境効果音のみの作品です。白い浜に打ち寄せる波、美しい島鳥の泣
き声。その音は宮古島の朝そのもの。ゆる～く心地よい沖縄時間が流
れ、自然に肩の力が抜けるリラクゼーション効果音。南国リゾート風
の癒し処・カフェ・ホテル等、いつものBGMの合間に挟むことで、
さり気なく南国のバーチャル空間が生まれます。



NMC-1080令令和和  --  美美ししきき日日本本のの音音

https://youtu.be/OQFRTzjByMYYouTube サンプル版

令和 ＝beautiful harmony (美しい調和)。新時代の幕開けを彩るのは
美しき「和」の心を再現するドラマチックな音楽。悠久の時の流れを
感じながら、この国の未来に思いを馳せる。そんな壮大なイメージを
感じさせながら、抒情的で心がほっこり温まるようなサウンドが特徴
です。お土産屋さんや呉服屋さんなど、はんなりした和の雰囲気の演
出にどうぞ。



NMC-1079おお花花見見日日和和

https://youtu.be/_ZRVru8wj-sYouTube サンプル版

ゆったり穏やかな和風イージーリスニング。通いなれたいつもの商店
沿いにきれいな桜が咲いた。そんな日常的で飾らない「日本の春」を
イメージしたセレクト。スーパー・量販店・ディスカウントストア等
の商業施設にぴったりの親しみやすいサウンドです。



NMC-1078ZZAATTTTOOUU  CCIITTYY  BBEEAATTSS

https://youtu.be/Iw7ye2v1bEMYouTube サンプル版

都会のど真ん中、忙しく行き交う人々、つんざくようなノイズの波。
鳴り止まぬドラムビートは、雑踏に埋もれることのない、タフなハー
トの響き。自分らしく、力強く生きていく。インデペンデント精神。
秘められた決意のサウンド。



NMC-1077雨雨nniiccaa  --  EElleeccttrroonniiccaa  PPiiaannoo  NNooiissee  RRaaiinn  SSoouunnddss

https://youtu.be/ptuzSowfrhsYouTube サンプル版

そっと雨音に耳を傾ける。不思議と心が落ち着く。身体が安らいでい
く。どうしてだろう？雨の音に含まれる高周波成分？雨音は多分、心
の汚れも洗い流す、美しいホワイトノイズ。ノイズ+ピアノ。時間が
切なく歪む、破壊的エレクトロニカ。それは都会に降り注ぐ、現代の
癒しの音楽。



NMC-1076BBOONNNNOOHH  110088

https://youtu.be/KLGGiJN0AvoYouTube サンプル版

お寺で録音された鐘の音の波動で、心身の汚れ・邪気を浄化？？人の
百八つの煩悩を除くため、108回鳴らされる除夜の鐘をイメージした
ユニークなサウンド。一年の締めくくりに鳴り響く大晦日一夜限りの
サウンドは、瞑想や睡眠等、ヒーリングミュージックとしてもおすす
めです。



NMC-1075ああっっぱぱれれJJAAPPAANN！！

https://youtu.be/c0BEumeGyDoYouTube サンプル版

心躍る、アップテンポの和風ポップス番組。めでたいサウンドは初売
りセール・福袋コーナー等、お正月の店頭イベントにぴったり！三味
線・琴・尺八等、本格的な和楽器の演奏がふんだんに。和菓子屋さ
ん・お土産屋さん等はもちろん、幅広い店舗におすすめ。明るく楽し
く「日本」を演出するシーンに！



NMC-1074RReellaaxxiinngg  CChhrriissttmmaass

https://youtu.be/VprjaFAUCAcYouTube サンプル版

今宵は聖夜。暖炉の前で、窓の外にしんしんと降り積もる雪を眺め
る。煌々と輝くイルミネーションも良いけど、クリスマスはリラック
ス空間で過ごしたい。ロマンティックでハッピーなホワイトクリスマ
ス。家族と、友人と、恋人と、ゆったりと温かい、特別な時間をお過
ごしください。



NMC-1073HHeeaarrttwwaarrmmiinngg  CChhrriissttmmaass

https://youtu.be/f_qbgI2kkBwYouTube サンプル版

定番クリスマスサウンド。街に輝くイルミネーション・ツリー・キャ
ンドル。夜は暖炉の火で心も体も温まる、そんなロマンチックで穏や
かな聖夜のイメージを演出。幅広いクリスマスイベントにフィットす
る落ち着いたテンポのイージーリスニングです。家族と、友人と、恋
人と。特別な時間をお楽しみください。



NMC-1072HHaappppyy  HHoolliiddaayyss

https://youtu.be/txuZ_ohjQUEYouTube サンプル版

ファミリー向けの定番クリスマスポップ。ケーキ、シャンパン、プレ
ゼント、みんなで仲良く年末のお買い物に出かけよう！クリスマス関
連のセールやイベントなどにぴったり、アクティブで楽しい雰囲気を
演出します。スーパーマーケットやショッピングモールにおすすめの
親しみやすいサウンド！



NMC-1071MMUUSSOOUU  GGEEKKII

https://youtu.be/4ViTrmabT88YouTube サンプル版

疾走感のある和風「戦(いくさ)」BGM。優雅に流れる和楽器の旋律、
勇ましいビート、ドラマチックな起伏。力強く鼓舞するようなかっこ
いい「侍魂」サウンドは、e-sports等の競技大会や、クールジャパン
系のイベント、国産製品PRにおすすめです。



NMC-1070GGEEAARR  UUPP!!

https://youtu.be/XcOOj8R0-bYYouTube サンプル版

根性試し、直球ギターロックサウンド！走り込みや筋力トレーニング
等、不可のかかる激しい運動を行うジムや道場、スポーツ用品ショッ
プのBGMにおすすめ。闘争心を煽るアグレッシブなサウンドは、格
闘技・レース・e-sportsなど、幅広い競技大会・フロアイベントを熱
く盛り上げます！



NMC-1069AAccoouussttiicc  gguuiittaarr  mmoommeennttss

https://youtu.be/8udPlrtFrP4YouTube サンプル版

穏やかなアコースティックギターの楽曲を集めました。ナチュラルな
温もりのあるサウンドにほっこり。のんびりほのぼのした空気が流れ
ます。自然派のカフェ・レストランや、素朴な雰囲気を大切にする雑
貨店・ギャラリーショップにおすすめです。



NMC-1068PPhhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonn

https://youtu.be/F8PNWKL0dzIYouTube サンプル版

ストレッチ・ウォーキング等、軽めのウォームアップ運動に◎規則的
で軽快なサウンドはリズムキープの必要なエクササイズにぴったり。
身体の調子を整える健康商品等のインフォメーションに最適のBGM
です。



NMC-1067ee--SSppoorrttss  SSHHOOWWDDOOWWNN!!

https://youtu.be/-mOUEAmAzDQYouTube サンプル版

ハード系のアグレッシブなギターをフィーチャしたダンス系ビートサ
ウンド。eスポーツ等の競技大会・実況・対戦ゲーム・格闘技など、
フロアイベントを熱く盛り上げます。ゲームセンター・スポーツ用品
店・ジムなどの店舗に最適のBGMです。



NMC-1066TTaakkee  aa  CChhaannccee  &&  MMoommeenntt

https://youtu.be/SjigEo4IRa4YouTube サンプル版

一か八か、勇気を出してチャンスを掴み取れ！エキサイティングな
アップビートサウンドで心も体もヒートアップ！タイムセール、ボー
ナスタイム、時間制限イベント、早い者勝ち、ビンゴゲーム、結婚式
の二次会等、テンション上げ上げの空間演出におすすめ。



NMC-1065NNOO  EESSCCAAPPEE

https://youtu.be/4CbC-Cujwq0YouTube サンプル版

不吉な予感・不気味な空気を演出する怪奇サスペンス系BGM。ゾン
ビが迫りくる、そんな洋物ホラーの暗くて怪しい世界を演出。お化け
屋敷・怪談イベント・監獄レストラン等のホラー系居酒屋等、「怖
い」を煽る恐怖空間にどうぞ。



NMC-1064CCeelleebbrriittyy  SSttrriinnggss

https://youtu.be/5aSKVBwrHaUYouTube サンプル版

宮殿や皇室を思わせるような高貴で気品あるストリングスのサウン
ド。クラシカルでありながらゴージャスで華やかなムードを演出しま
す。宝石店・晩餐会・ブライダルなど、フォーマルでセレブリティな
シーンにご活用ください。



NMC-1063hheeaall  MMEE

https://youtu.be/WSvyIeee9TEYouTube サンプル版

日常を忘れる、洗練された「癒し」サウンド。展示物やプレゼンテー
ションを損なうことなく、五感をリラックスさせて作品の鑑賞に浸
る・・・そんな居心地の良い、落ち着いたアート空間が生まれます。
ギャラリーショップ・展示会・アートイベントにおすすめ。



NMC-1062EE--NNEERRGGiiEE

https://youtu.be/cppPGNVf4EgYouTube サンプル版

e-sportsという新たな「戦い」の舞台を盛り上げる、エネルギッシュ
なダンスビート。競技大会やフロアイベントを熱くエキサイティング
に盛り上げます！ゲームやアニメファンの厨二心をくすぐる？？高揚
感のある「キザめ」のデジタルサウンドに気分はマックスあげあげ
に！



NMC-1061LLoo--fifi  SSmmooootthh  SSoouunnddss

https://youtu.be/Z2bMUYhhiIgYouTube サンプル版

懐かしい雰囲気が漂うチルアウト・サウンド。コーヒーを飲みなが
ら、本を読みながら、勉強しながら。都会のマイペース空間を演出。
シックなリラックスミュージックをバックグラウンドに、自分だけの
街、自分だけの時間を気楽に楽しむ、そんなイメージでカフェ等の
BGMにどうぞ。



NMC-1060FFaasshhiioonnaabbllee  SSppaaccee

https://youtu.be/ytPzABwb2oAYouTube サンプル版

大人っぽいクールなダンスビートが特徴の「ファッションスペース」
向けサウンド。アパレルブランド・インテリアショップ等、カジュア
ルからシックな雰囲気まで対応する汎用性の高いスタイリッシュな
BGMです。ファッションショー等のイベントにもおすすめ。



NMC-10593300MMIINN  LLUULLLLAABBYY～～WWOORRDDSS  OOFF  LLOOVVEE～～

https://youtu.be/xF18f2qnLsYYouTube サンプル版

静かな夜、部屋に響く時計の秒針音。そんな小さな音を感じながら聴
くララバイ、弦楽セレナーデ。秒針音からはじまる音楽は何とも不思
議なリズムを刻みます。
それがどこか心地よく優しい気持ちになる、30分間の音楽の時間。



NMC-10583300MMIINN  LLUULLLLAABBYY～～OONNEE  DDRREEAAMM～～

https://youtu.be/v3oR4XQLbRkYouTube サンプル版

静かな夜、部屋に響く時計の秒針音。そんな小さな音を感じながら聴
くララバイ、オルゴールメロディ。秒針音からはじまる音楽は何とも
不思議なリズムを刻みます。
それがどこか心地よく優しい気持ちになる、30分間の音楽の時間。



NMC-1057CCOORROO  CCOORROO  KKIIDDSS

https://youtu.be/Z8536PQ-pH0YouTube サンプル版

無邪気でかわいいキッズミュージック。ゆったりほんわかサウンド
が、のびのびリラックスした「遊び」時間を演出します。可愛い・
ユーモラスな音色とユニークな曲調がキッズの好奇心を刺激！子ども
向けのイベントはもちろん、幼稚園・保育園・キッズスペースの
BGMにおすすめです。



NMC-1056EEAASSYY  WWOORRKKOOUUTT

https://youtu.be/kK5543oy9UgYouTube サンプル版

軽い運動・ウォームアップに最適のBGM。ストレッチ等の準備運動
⇒より負荷のかかる運動への流れ・ルーティンを意識した実践的な構
成。スポーツクラブやジムなどにおすすめのサウンド。初心者向けの
ダイエットプログラム・筋力トレーニングをサポートします。



NMC-1055BBLLUUEEZZYY  BBUULLLLDDOOGG

https://youtu.be/BLDOJWek7M0YouTube サンプル版

武骨でワイルド、ちょっとセクシーな「男」のブルースを集めまし
た。R-66沿いのアメリカンダイナーさながらの雰囲気。泥臭いカン
トリーブルースから洗練されたジャズブルースまで幅広いジャンルを
収録。アメリカンなカフェ・バー・ハンバーガーショップ・ステーキ
ハウス等におすすめ。



NMC-1054CCaafféé  SSIILLVVEERR  RROOMMAANNZZAA

https://youtu.be/R6qoAZaCTXcYouTube サンプル版

シャンソンやムードオーケストラのロマンティックなサウンドにうっ
とり。タイムスリップして白黒映画の「銀幕」世界に迷い込んだ？？
そんなイメージの古き良き時代の香り漂うノスタルジックなBGM。
昔ながらの変わらない雰囲気を大切にする洋食屋さんや珈琲店におす
すめ。



NMC-1053AARRTT&&TTEECCHHNNOOLLOOGGYY

https://youtu.be/YADd1ovKwCQYouTube サンプル版

音による空間のコンポジション、光が魅せる新しい世界。テクノロ
ジーの進化が無限の表現と無限の創造を生み出す。
時に本物よりも美しい。



NMC-1052JJEEWWEELL  JJAAZZZZ

https://youtu.be/V97cFu4Dv_AYouTube サンプル版

宝石のように輝く摩天楼の夜景。そんな豪華なイメージのビッグバン
ド・ジャズを収録。ロマンティックなバー、優雅な夜のクルーズ。
ゴージャスな都会の夜を演出する、大人のムード満点のBGMです。
日常を忘れて、今宵スペシャルな一時をお楽しみください。



NMC-1051SSMMOOKKEE  IINN  TTHHEE  BBOOXX

https://youtu.be/IuIjFCAtw3MYouTube サンプル版

金色に輝くウイスキーを見つめ、シガーの紫煙をくゆらす。大人のけ
だるい魅力が香る、スモーキーな夜を演出するジャズブルース。時に
甘く、時にロマンチックに。ハードボイルドな私立探偵ドラマの世界
に入り込むような深夜のバーミュージック。



NMC-1050mmiissttyy  mmoooonn

https://youtu.be/6qqg80rQSBUYouTube サンプル版

月光のように優しく柔らかく、ミステリアスに心を包む。そんな女性
的なピアノジャズ。秋の夜長におすすめの、落ち着いた雰囲気の味わ
い深いサウンド。夜がしっとり更けたら、グラスを片手にお楽しみく
ださい。書店やコーヒーショップにもぴったりです。



NMC-1049SSWWIINNGGIINN''  BBLLUUEE  BBUUTTTTEERRFFLLYY

https://youtu.be/xV8RfalXAmMYouTube サンプル版

心踊るワルツは、幸せを運ぶ青い蝶。ライトで明るいテイストの本格
ジャズ。古いアナログレコードのようなモノラルサウンドが温かいレ
トロムードを演出します。



NMC-1048君君とと聴聴くく  軒軒のの風風鈴鈴  蝉蝉時時雨雨

https://youtu.be/p6kvznIUEnUYouTube サンプル版

蝉の音
涼しげな風鈴
日本の夏の風物詩
いつどこにいても
あの人がいた夏に
記憶の原風景に
音が連れて行ってくれる



NMC-1047CCaafféé  VVIIRRIIDDIIAANN

https://youtu.be/cH7x5C_UWvYYouTube サンプル版

生ギター・ピアノ×先端エレクトロニカ。エコ・ナチュラル・未来志
向のイメージ。スタイリッシュなくつろぎサウンドは森カフェ・オー
ガニックレストラン・アパレル等「衣・食・住」で自然にこだわる先
進的な店舗におすすめ。アートギャラリーやエントランス等のスペー
スにも効果的。



NMC-1046WWiittcchh''ss  SShhoopp

https://youtu.be/KJNCdEZs_t4YouTube サンプル版

怪しげな魔女のお店に入ってみたら！？民族調の旋律が誘う、奇妙な
ファンタジーワールド。手品・イリュージョン・ハロウィン等のイベ
ントや、、非日常空間を提供するコンセプトレストラン・居酒屋など
におすすめのBGMです。



NMC-1045CCAALLMM  DDOOWWNN

https://youtu.be/N_S-msfzWIwYouTube サンプル版

作業疲れした現代人の頭をクールダウン。できる大人のチルアウト系
ミュージック。スムース&スモーキーなラウンジサウンドでコーヒー
を一杯、肩の力を抜いてリラックス。最高のパフォーマンスを発揮し
ましょう！



NMC-1044宇宇宙宙のの果果てて

https://youtu.be/vss_yVpoKTMYouTube サンプル版

宇宙と繋がるかのような幻想的なアンビエントミュージックの世界。
偉大なる宇宙と共鳴し合う私たちの人体。その神秘のサウンドが深い
リラックス状態を誘います。マッサージ・エステ・ヨガスタジオ等、
非日常のリラックス空間を演出したいシーンに。睡眠にもおすすめで
す。



NMC-1043HHAALLLLOOWWEEEENN  kkiiddss

https://youtu.be/CsdRogeEnncYouTube サンプル版

仮装にお菓子、trick or treat! すっかり日本にも定着したハロウィ
ン。怖いけどちょっとかわいい？？ハロウィンミュージックで大人も
子ども一緒にうきうき盛り上がりましょう！キッズ向けのイベントや
パーティーにぴったりのおちゃめなハロウィンのイメージです。



NMC-1042FFEEEELL  SSOO  GGOOOODD

https://youtu.be/QcLCaYkrZjYYouTube サンプル版

汎用性ばつぐんの英語歌詞のボーカルポップス。ブルックリンスタイ
ル・西海岸スタイル等、モダンな海外風インテリアにぴったりのサウ
ンドです。レストラン・居酒屋・カフェ・美容院・スーパー等、シー
ンやロケーションを選ばない万能型BGMです。



NMC-1041SSMMAARRTT--LLIISSTTEENNIINNGG

https://youtu.be/Oeg2Z9MNsIkYouTube サンプル版

未来的でスタイリッシュな曲調のエレクトロニカ。ミニマル・ナチュ
ラル・エコロジー。美術館・ギャラリー・アパレルなどのシーンで、
シンプル&スマートに展示物や商品の機能性を印象付けます。清潔感
のあるクリーンなサウンドはお手洗い用BGMにもおすすめです。



NMC-1040ははつつららつつシショョッッピピンンググ

https://youtu.be/sljfAohgX9kYouTube サンプル版

日本の「超」日常サウンド。スーパーマーケット向け定番フュージョ
ン&ポップスです。いつもの商店街に、モールに、ディスカウントス
トアに。誰もが慣れ親しんだサウンドでお客様をお迎え。気持ちよく
お買い物していただけます。



NMC-1039快快適適シショョッッピピンンググ

https://youtu.be/K63mS-CuYIgYouTube サンプル版

日本の「超」日常サウンド。スーパーマーケット向け定番フュージョ
ン&ポップスです。いつもの商店街に、モールに、ディスカウントス
トアに。誰もが慣れ親しんだサウンドでお客様をお迎え。気持ちよく
お買い物していただけます。



NMC-1038癒癒ししリリゾゾーートト

https://youtu.be/yDcLuWYirBAYouTube サンプル版

イメージは南国のリゾートホテル。ハンモックでのんびりお昼寝、そ
んなイメージの心地よいイージーリスニングです。マッサージ店・ホ
テルロビー・旅行代理店など、快適なくつろぎ時間を約束する店舗・
サービスにぴったりの親しみやすいサウンドです。



NMC-1037FLOWER -花とボサノヴァ-

https://youtu.be/iyXV3AbhAwwYouTube サンプル版

イメージは花の香りを孕んだ春風。ちょっと一息できる、のんびり心
地よいボサノバ風イージーリスニングが中心。ソフトで落ち着いた定
番アコースティックサウンドは、フラワーショップ・カフェ・美容室
他、あらゆる業種のお店に爽やかな風を運びます。



NMC-1036AAnniimmaall  MMuussiiccss

https://youtu.be/f10Lk1IFuCkYouTube サンプル版

可愛らしい動物の赤ちゃんを見守る、そんなイメージのほっこり和み
系ミュージック。ペットショップ・犬猫カフェ・動物クリニックや、
幼稚園・保育園・キッズスペースにおすすめ。のんびりムードをゆる
～く演出します。



NMC-1035SSTTAARRTT  UUPP

https://youtu.be/Ntky1dwG6ikYouTube サンプル版

目覚ましエレクトロ。朝からシャキッと爽やか、何事も始まりが肝
心。コーヒータイム&スケジュールチェック、シンプルで機械的な
BGMに乗ってスムースにタスクをこなし、スマートで快適な一日の
スタートを！



NMC-1034LLiigghhtt  WWoorrkkss

https://youtu.be/7V-nYbb2TGAYouTube サンプル版

疾走感のあるポジティブサウンドのロックを収録。爽やかな曲調はラ
ンニングなどのスポーツに最適。頑張るあなたを応援する追い風
ミュージックです。軽快で程よいアップテンポサウンドは軽作業にも
おすすめです。



NMC-1033HHAARRDD  RRUUNNNNIINNGG

https://youtu.be/yUZV4Luvf00YouTube サンプル版

超エネルギッシュなハードロックサウンド。限界まで体を追い込め！
一気にギアを上げてラストスパート！本格的なトレーニングジム・
フィットネス・アウトドアショップのBGMに最適。ここ一番の頑張
り・踏ん張りを後押ししてくれます。



NMC-1032JJaappaanneessee  IInnsseennssee

https://youtu.be/BU43ULq-DPUYouTube サンプル版

古風な和楽器の音色に生きる「侘び寂び」の精神を感じさせる
BGM。和食・着物・料亭・旅館・初詣・茶会等のおもてなしの空間
を演出する上質サウンドです。心落ち着く静寂の一時。凛として 華
やかに、より一層「和」の雰囲気が香り立ちます。



NMC-1031GGiirrllyy  PPoopp

https://youtu.be/wmFtFVJI3CIYouTube サンプル版

ガーリッシュなポップナンバーを集めました！キュートで明るいサウ
ンドが今時のkawaiiを演出。アイドル・声優・コスメ・ファッショ
ン・クッキング等、女の子が主役のイベントを盛り上げます。アパレ
ル系の女性向けショップにおすすめ！



NMC-1030AAqquuaarriiuumm

https://youtu.be/jpWsw5OzlAQYouTube サンプル版

水族館をイメージした幻想的なミュージック。静かで心地よい時間が
流れる、ゆらゆらと深海を漂うようなサウンドに癒されます。アクア
リウムのショーはもちろん、プラネタリウムの演出にも活躍。睡眠用
のヒーリングBGMとしてもおすすめです。



NMC-1029和和ノノ音音  --WWAANNOONNEE  JJAAPPAANN--

https://youtu.be/3m5UgQ4kB9EYouTube サンプル版

浴衣でゆったりくつろぐイメージの、お琴・尺八の穏やかイージーリ
スニングを収録。和楽器の柔らかい音色と旋律がほっこり温かいおも
てなし時間が流れます。旅館・温泉・マッサージ・岩盤浴など、心地
よい和の「癒し」を提供するシーン・空間にどうぞ。



NMC-1028PPIIAANNOO&&GGUUIITTAARR  SSOONNGGSS

https://youtu.be/d8xZ3FnOLwwYouTube サンプル版

シンプルで美しい音色と旋律。
心地のよいソファーに揺られ、流れるような時間。部屋を飾るピアノ
とギターのサウンドフレーム、それはまるでテーブルの花のように静
かに咲く。



NMC-1027CCLLAASSSSIICCAALL  TTEEAATTIIMMEE

https://youtu.be/7Uxt9VAPrr4YouTube サンプル版

英国風カフェの雰囲気を醸し出す、明るく穏やかなクラシカル風
ミュージック。バロック風を中心に上品で清らかなムードを演出しま
す。ヨーロピアンなコンセプトのお店はもちろん、エレガントで気品
あるおもてなしをモットーとする純喫茶・ホテル・エントランスなど
の雰囲気作りにどうぞ。



NMC-1026SSOOYYOOKKAAZZEE

https://youtu.be/S9PfxXNop0wYouTube サンプル版

気品ある落ち着いたサウンドのイージーリスニング。爽やかで清潔感
のある雰囲気を演出します。銀行・ホテル・保険会社・医療機関・公
共施設など、特に信頼感を必要とされる場所におすすめ。幅広いロ
ケーションにマッチする汎用性の高いBGMです。



NMC-1025ハハッッピピーー＆＆ススママイイルル

https://youtu.be/uf5e21C-dFMYouTube サンプル版

明るく元気な雰囲気を演出するファミリー向けサウンド。幅広い年齢
層のお客さんをお迎えするスーパー・ショッピングモール・ホームセ
ンター等、家族みんなで楽しくお買い物してもらえるシーンにどう
ぞ。汎用性の高い安定の店舗BGM。キッズ向けの売場にもマッチし
ます。



NMC-1024CCaafféé  RROOUUGGEE

https://youtu.be/R3WQ6iTqqwgYouTube サンプル版

軽快なシャズ・ボサノヴァを中心に収録した本格派のカフェミュー
ジック。お洒落で親しみやすいサウンドは居心地の良いフランスのカ
フェさながら。アンティークの家具や雑貨に囲まれて一人でティータ
イム、家族や友人とランチ。ゆったりしながらも陽気でポジティブ、
上質なくつろぎ空間に誘われます。



NMC-1023CCaafféé  OORRAANNGGEE  PPAARRAADDIISSOO

https://youtu.be/gEBOy51P5kgYouTube サンプル版

ラテン系でノリがいいお洒落なラウンジミュージック。華やかでスタ
イリッシュなクラブ系サウンドが特徴。レストラン・カフェ・アパレ
ルショップなど、現代的な空間をホットに盛り上げてくれます。エキ
ゾチックで刺激的な夜の演出にもおすすめです。



NMC-1022MMOOOONNLLIIGGHHTT  CCAAFFEE

https://youtu.be/vR9TesyLF74YouTube サンプル版

週末の店内は多くの人で賑わっている。
お気に入りのチョコレートケーキ、
コーヒーは店オリジナルのミッドナイトブルーブレンド。
今宵、街行く人を眺めながら月夜のカフェタイム。



NMC-1021TTHHEE  SSOONNGG  OOFF  NNAATTUURREE

https://youtu.be/1hfV9_hGt5gYouTube サンプル版

鳥や虫の鳴き声、風の音、小川のせせらぎ、
これらは耳を澄ますと聴こえる自然のハーモニー。
SONGとは?答えは歌、歌曲、歌うこと。
その主語は人間だけではない。



NMC-1020TTHHEE  SSOONNGG  OOFF  WWAATTEERR

https://youtu.be/HiwZq3LNG0oYouTube サンプル版

鳥や虫の鳴き声、風の音、小川のせせらぎ、
これらは耳を澄ますと聴こえる自然のハーモニー。
SONGとは?答えは歌、歌曲、歌うこと。
その主語は人間だけではない。



NMC-1019TTHHEE  SSOONNGG  OOFF  FFOORREESSTT

https://youtu.be/U9zIPUC0kFUYouTube サンプル版

鳥や虫の鳴き声、風の音、小川のせせらぎ、
これらは耳を澄ますと聴こえる自然のハーモニー。
SONGとは?答えは歌、歌曲、歌うこと。
その主語は人間だけではない。



NMC-1018安安ららぎぎののたためめのの音音楽楽――DDEEEEPP  RREELLAAXXAATTIIOONN  VVooll..44

https://youtu.be/Dnh_eXqdy-AYouTube サンプル版

究極の癒しを求める方へお届けする、本格的なヒーリングミュージッ
ク。静かな波紋のように一つ一つの音が心と体に染み入る・・・スピ
リチュアルなサウンドが深い瞑想の世界へ誘います。疲労回復・スト
レス解消・睡眠・マインドフルネスなど、心身のケアを促す場面にお
すすめです。



NMC-1017睡睡眠眠ののたためめのの音音楽楽――DDEEEEPP  RREELLAAXXAATTIIOONN  VVooll..33

https://youtu.be/AI85Trqpu08YouTube サンプル版

究極の癒しを求める方へお届けする、本格的なヒーリングミュージッ
ク。静かな波紋のように一つ一つの音が心と体に染み入る・・・スピ
リチュアルなサウンドが深い瞑想の世界へ誘います。疲労回復・スト
レス解消・睡眠・マインドフルネスなど、心身のケアを促す場面にお
すすめです。



NMC-1016ヨヨガガののたためめのの音音楽楽――DDEEEEPP  RREELLAAXXAATTIIOONN  VVooll..22

https://youtu.be/94B5i_GVzN8YouTube サンプル版

究極の癒しを求める方へお届けする、本格的なヒーリングミュージッ
ク。静かな波紋のように一つ一つの音が心と体に染み入る・・・スピ
リチュアルなサウンドが深い瞑想の世界へ誘います。疲労回復・スト
レス解消・睡眠・マインドフルネスなど、心身のケアを促す場面にお
すすめです。



NMC-1015瞑瞑想想ののたためめのの音音楽楽――DDEEEEPP  RREELLAAXXAATTIIOONN  VVooll..11

https://youtu.be/3JF_nVLM30wYouTube サンプル版

究極の癒しを求める方へお届けする、本格的なヒーリングミュージッ
ク。静かな波紋のように一つ一つの音が心と体に染み入る・・・スピ
リチュアルなサウンドが深い瞑想の世界へ誘います。疲労回復・スト
レス解消・睡眠・マインドフルネスなど、心身のケアを促す場面にお
すすめです。



NMC-1014日日本本料料理理屋屋ささんん～～匠匠ののBBGGMM

https://youtu.be/6j59DDIcbFoYouTube サンプル版

料亭や割烹をイメージした和楽器の生演奏を収録。純邦楽のサウンド
が格式高い「和」の雰囲気を演出します。懐石料理・高級旅館・茶
室・日本庭園・禅・檜風呂など、フォーマルな日本美が求められる場
面におすすめです。



NMC-1013本本格格中中華華料料理理店店～～ググルルメメBBGGMM～～

https://youtu.be/qFSfVsyhJa4YouTube サンプル版

中華街で最高級のレストランの行ってみたら！そんな格式高いフォー
マルなチャイニーズミュージック。楊琴・古筝・二胡等、伝統楽器の
本格サウンド！豪華な円卓でフカヒレや北京ダックに舌鼓、そんな美
食の一時を演出するBGMです。



NMC-1012アアジジアアエエススニニッックク～～ググルルメメBBGGMM

https://youtu.be/Fv0_dQcVCEEYouTube サンプル版

タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナムなど、東南アジアのエス
ニックなサウンド。伝統楽器を使用したドエキゾチックな本格民族音
楽風から、踊り出したくなるような軽快なポップスまで幅広いスタイ
ルを収録。アジアンな雰囲気の飲食店・アパレル・雑貨店におすすめ
です。



NMC-1011ススペペイインンババルル～～ググルルメメBBGGMM

https://youtu.be/1EU65nB-gyIYouTube サンプル版

民族音楽風からポップスまで幅広いスタイルのスペイン風ミュージッ
クを収録。ラテンの熱い血がたぎる本格的なスパニッシュギターを
フィーチャー。闘牛、サッカー、フラメンコ、シエスタ、パエリア、
サングリア・・・スペイン独特の魅力ある文化が染みついたサウンド
が盛りだくさんでお楽しみいただけます。



NMC-1010フフレレンンチチババルル～～ググルルメメBBGGMM

https://youtu.be/twFC70jGq6kYouTube サンプル版

フレンチポップやシャンソン等、フランス風の楽曲を収録。美食、
オートクチュール、エッフェル塔、ロマンス・・・。アコーディオン
やオーケストラの華やかでエスプリの効いたサウンドがお洒落で洗練
されたパリの風を運んできます。フレンチレストランはもちろん、洋
食屋さんのBGMに最適です。



NMC-1009フファァーースストトフフーードド店店ののアアメメリリカカンンミミュューージジッックク

https://youtu.be/n_HHXrB5CXUYouTube サンプル版

オールディーズ、ロック、カントリー、ラグタイム、ビッグバンドな
ど、BGMのスタンダードとも言える軽快でノスタルジックなアメリ
カーナを収録。ハンバーガーやフライドチキンやピザやポテトに手が
伸びる！幅広い種類の飲食店で活躍するにぎやかで楽しいパーティー
サウンドです。



NMC-1008ヨヨーーロロピピアアンン雑雑貨貨店店ののアアイイリリッッシシュュミミュューージジッックク

https://youtu.be/VMYMmbL3s6cYouTube サンプル版

本格的なアイリッシュミュージック風の楽曲を収録。バグパイプ・
フィドル・バンジョー等、ケルト音楽の楽器をフィーチャー。独特の
民族的メロディ・素朴で抒情的なサウンドが幸せ気分を運びます。そ
もそもは踊りのための音楽、お店の雰囲気を楽しく盛り上げてくれま
す。PUBでパーティー、みんなでビールで乾杯！スタイリッシュでシ
ンプルなインテリアや雑貨のお店にも相性抜群。



NMC-1007ババリリ島島のの夕夕暮暮れれ～～ガガムムラランン風風音音楽楽

https://youtu.be/rSAorwtmKLQYouTube サンプル版

リラックス効果のあるインドネシアのガムラン風音楽を収録。夕暮れ
の寺院に吹く優しい海風をイメージ、のんびりと南国のリゾート気分
を味わえる癒しのサウンドです。日本人に親しみやすいイージーリス
ニング調のアレンジも。岩盤浴・マッサージ・スパ等、癒し処の
BGMにおすすめです。



NMC-1006肉肉ババルル酒酒場場ののデディィキキシシーージジャャズズ

https://youtu.be/XgkxrD5D9wgYouTube サンプル版

その賑やかさから「ホットジャズ」とも呼ばれ、楽しく活気のある雰
囲気のディキシーランドジャズ。アメリカはニューオリンズ発祥の
「お祭り」サウンドがカジュアルで和気あいあいのムードを盛り上げ
てくれます。



NMC-1005エエススニニッックク料料理理店店ののアアララブブアアララビビアアンン

https://youtu.be/O53_2f0qz-UYouTube サンプル版

エジプト、サウジアラビア、チュニジア、モロッコ、カタールなど、
アラブ・アラビアの国々の音楽にインスパイアされたBGM。ウード
やカヌーン等の伝統楽器のサウンドが異国情緒たっぷり。古典音楽風
からポップス・ダンスアレンジまで幅広く収録。アラブ・イスラム系
のエスニックな飲食店・雑貨屋さんにおすすめです。



NMC-1004イインンドド料料理理店店ののシシタターールル  EEXXOOTTIICC

https://youtu.be/42W88h3eaaQYouTube サンプル版

シタール・タブラ・タンブーラなど、インドの伝統楽器を使用したエ
キゾチックな音楽を収録。古典音楽風から現代的なポップスアレンジ
まで。インド音楽特有のスピリチュアルなサウンドはインド系の料理
屋さんや雑貨屋さんはもちろん、ヨガや瞑想のシーンにもおすすめで
す。



NMC-1003北北欧欧イインンテテリリアア

https://youtu.be/Hwizf-aNPpcYouTube サンプル版

ノルウェー・スウェーデン・フィンランドなど、スカンジナビアの
国々の伝統音楽にインスパイア。北欧の透き通るような幻想的サウン
ドがスタイリッシュで洗練された空間を演出。ファンタジックな北欧
ポップス風の楽曲も収録。ナチュラル&シンプルなヨーロピアンデザ
インを際立たせます。



NMC-1002紅紅葉葉がが見見ええるる秋秋ののレレスストトラランン

https://youtu.be/axI8s2GRVaAYouTube サンプル版

ライトで心地よいジャズやボサノヴァ。食事中の楽しい会話の邪魔に
ならない、ピアノ&ギター&オーケストラの上品かつカジュアルな
イージーリスニング。イメージは秋の味覚。旅先で訪れた素敵なレス
トラン、そんな落ち着いた大人の風情があるサウンドです。



NMC-1001jjaazzzzがが流流れれるる大大人人のの渋渋いいババーー

https://youtu.be/fkdglaRTJPwYouTube サンプル版

名手が演奏する本格モダンジャズを収録。激シブのスローブルースや
バラードを中心にオーセンティックなホテルバーさながらの、高級感
のある重厚なムードを演出。美味しいカクテルやウィスキー片手に、
今宵、大人のくつろぎ時間をお楽しみください。


