
NMC-1200快快適適生生活活  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

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

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「快
適生活」は快適で爽やかなイメージのミュージック。健康や美容等、
暮らしに関する情報の配信BGMにぴったりです。お知らせやイン
フォメーション全般に利用可能。通信販売的な演出もこの番組でOK
です。



NMC-1199追追跡跡ススキキャャンンダダルル  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/LUtt7L4BmoUYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「追
跡スキャンダル」は緊張感のあるサスペンスミュージック。シリアス
なニュース仕立てや、ミステリードラマ風の緊迫した演出が可能で
す。不可解な事件や謎に迫るシーンにどうぞ。



NMC-1198ササイイババーーブブレレイインン  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/LeuTKRSk1ywYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「サ
イバーブレイン」はクールでミステリアスな印象のデジタルサウン
ド。ITやインターネット関連のニュースや情報、事件の真相等、緻密
で頭脳的な雰囲気の演出が可能です。



NMC-1197恐恐怖怖怪怪談談師師  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/xfmmYpH9fIYYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「恐
怖怪談師」は背筋が凍る、つめた～いホラーミュージック。不吉で
ムードで恐怖を煽りながら、控えめなアンビエントで怖いお話の邪魔
をしません。手軽に肝試し的な空気感を演出できます。



NMC-1196ヘヘッッドドラライインンニニュューースス  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/UuSD6_GAs04YouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！
「ヘッドラインニュース」は典型的な報道番組サウンド。背景に流せ
ば、ニュースキャスターのような気分で配信を楽しんでいただけま
す。幅広いインフォメーションのBGMにおすすめです。



NMC-1195ゴゴーージジャャススシショョーータタイイムム  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/HE7mjUGk5DAYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！
「ゴージャスショータイム」の華やかなビッグバンドサウンドは、エ
ンターテインメントの本場ラスベガスさながらの豪勢な雰囲気を演出
します。陽気で軽快に登場する場面や、インパクトのあるスペシャル
なオープニング作りにどうぞ。It's showtime!



NMC-1194トトレレーーダダーーズズダダイイジジェェスストト  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/ZWp2o5lJJb4YouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「ト
レーダーズダイジェスト」はメカニカルな産業系ニュースサウンド。
投資・株価・金融等、マネートピックスの配信BGMにぴったりで
す。医療やサイエンス系のインフォメーションにも。



NMC-1193BBoouunnccee  UUppWWaayyss

https://youtu.be/5b2inO5kjbEYouTube サンプル版

番組のテーマはテクノロジー×わくわく。
想像するだけでうきうきするような新しい暮らしのカタチ。躍進的で明るく楽
しいサウンドに期待感が高まります。ヒトも、モノも、互いにコミュニケー
ションする、安全安心な社会、快適なライフスタイルを共に織りなす世界へ。
スマート機器・自動化サービス・省エネソリューション等、未来をクリエイト
するビジネスやエレクトロニクス製品の展示会に。オープンハウスや生活雑貨
を扱う店舗の他、キッズ・ファミリーが主役のイベント・配信にもわくわく感
を。



NMC-1192LLooFFii  HHiipp  HHoopp

https://youtu.be/zuq9lvcOMZoYouTube サンプル版

レコードのような音質、シンプルなビートが心地よい、リラックス効
果のある音楽です。ヒップホップの遊び心、カジュアルなストリート
感、レトロなフィーリングが同居する個性派のサウンドが特徴。カ
フェ・古着屋・雑貨店等、アンティークなムードやノスタルジックな
指向性のある店舗におすすめ。ストレスフリーなチルミュージックで
心もクリアにしてくれます。



NMC-1191SSTTAARRTT  SSMMAARRTT  LLIIFFEE

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

爽やかな目覚め、快適な1日のスタートをサポートする朝活ミュー
ジックです。自然と体がほぐれるようなフレッシュで心地よいサウン
ドが特徴。生活のリズムを整える、大事な朝の過ごし方。ヘルシーな
朝食やお気に入りのドリンクで自分時間を満喫。読書やエクササイズ
で自分磨き。身支度の心がけ。気分を上げるこだわりの習慣を応援し
ます。健康食品・スキンケア用品・インテリア雑貨等、暮らしの充実
を提案するサービスや店舗のBGMにご活用ください。



NMC-1190デデーートト日日和和  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/eCKHAV4kI2YYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！
「デート日和」の乙女サウンドに視聴者はときめき胸キュン！女の子
らしいキュートでフレッシュな印象を与えるBGMです。ゆるふわ・
萌え萌え・メルヘンのイメージも。アイドル系ライバーさんの配信に
おすすめです。



NMC-1189チチャャレレンンジジキキッッズズ  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/gOmJKtF47A0YouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！
「チャレンジキッズ」は元気はつらつでちょっとおとぼけな応援ソン
グ。園児や小学生等、子どもたちの挑戦シーンを愛らしくユーモラス
に演出します。失敗にめげず、がんばれ子どもたち！軽快でゆるめの
サウンドはマイペースなエクササイズやペットの配信にもおすすめで
す。



NMC-1188おお料料理理タタイイムム  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/50GQQBGDu4gYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「お
料理タイム」ははわくわく楽しい雰囲気のファミリーサウンド。お菓
子作り・レシピ紹介・ガーデニング・日曜大工、等々、クッキングや
DIYに奮闘する場面を軽快に演出してくれます。ライバーさんの日常
的な配信のBGMにもおすすめです。



NMC-1187MMeellllooww  NNiigghhtt  PPiiaannoo  MMaann

https://youtu.be/W36h7DVDIjYYouTube サンプル版

目の前で生演奏を聴いているようなソロピアノのロマンティックな調べ。指先
からこぼれ落ちる、甘美で優しいジャズバラードのフレーズにうっとり。瞬く
間にピアニストのいる風景にスリップ。高級ホテルラウンジのような上質空間
が広がります。高層階の窓の外には夜景が瞬き…日常を忘れ、心静かにリラッ
クスして楽しむ贅沢な時間。今晩も物静かなピアノマンが皆様の空間を素敵な
演奏で満たし、大人のための特別な夜を演出します。バー、ダイニング、ラウ
ンジ等、お酒と共に非日常空間を提供するお店にどうぞ。普段の営業とは気分
を変えて、親密でスペシャルな空間を演出する際にも是非お試しください。



NMC-1186贅贅沢沢空空間間

https://youtu.be/7MQhjLwnW54YouTube サンプル版

優雅でジェントルなサウンドが高級感と安心感を演出。公共スペース
がゆったりとした時間を過ごせる憩いの空間に変わります。銀行・病
院等の利用者をお待たせする場所の他、休憩所・待合所・エレベータ
等におすすめ。大人の余裕・落ち着きを感じさせるソフトで控えめな
雰囲気に、懐かしの純喫茶のムードも。シニア向けの上質な空間づく
りや、富裕層向けの幅広いサービスにもご利用ください。



NMC-1185おお家家へへ帰帰ろろうう

https://youtu.be/rYM2IcjoBxIYouTube サンプル版

ふるさとに思いを馳せるノスタルジックなメロディーが、ごく自然に
帰路へと導くでしょう。お店の閉店時、イベント閉会用、終業の合図
等に。



NMC-1184どどききどどききアアドドベベンンチチャャーーズズ  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

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

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「ど
きどきアドベンチャーズ」は、リズミカルなエスニックパーカッショ
ンが演出する洞窟的でミステリアスなムード。ジャングルの秘境の
旅、古代の秘宝探しさながら、スリリングな冒険へGO！身近な謎に
迫るシーンを大げさに演出できるサウンドです。



NMC-1183不不思思議議イイリリュューージジョョンン  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/aqRVrY3_aJwYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「不
思議イリュージョン」は神秘的なアラビアンナイトのような世界が広
がるエキゾチックなサウンド。不思議な魔法にかけられてしまいそう
な雰囲気が漂います。マジックやクイズ等のショーのバックグラウン
ドの他、お伽の国の宮殿のようなオリエンタル感を演出する場面にも
有効です。



NMC-1182ののんんびびりりシシンンキキンンググタタイイムム  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/6sn1YkfxHdEYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「の
んびりシンキングタイム」は、「ホントに考えてる？」くらいのゆる
～い考え中の場面にお使いください。ほのぼのとしたナチュラルサウ
ンドが、平和な日常の中にある「?」に取り組む場面を演出。工作や
クッキング等、ゆっくり、じっくり、「やってみる」場面や、キッズ
やペットが活躍する和やかなファミリー系の配信にどうぞ。



NMC-1181IInnnnoovvaattoorrss

https://youtu.be/bxpvqY854kgYouTube サンプル版

誠実に着実に、未来へと躍進するビジネスマンたち。世の中を革新す
るために必要な技術力と創造性を持った企業。彼らが実現する、より
良い社会。明るい未来がきっと待っている。
ダイナミックでポジティブなイメージを伝達するコーポレートサウン
ドが、展示会や新製品発表会、セミナー、記者発表会、会社説明会、
商談スペース等、信頼感が求められる場面でイノベーターたちの背中
を押します。



NMC-1180春春支支度度

https://youtu.be/T3h1MhWXK5IYouTube サンプル版

冬眠から目覚めてゆっくりと姿を見せ始める動物たち。柔らかな日差
しに照らされて雪解けした水がさらさらと川に流れる音。雪国に訪れ
た、静かで微かな、春の予兆たち。凍てついていた万象が一斉に溶け
始め、風景に色が蘇り、街に吹く風にも優しさが戻ります。そんな春
の気配を感じる、爽やかで希望に満ちたサウンド。しとやかな音楽の
中に、土の下で命が芽吹いているような生命力が聴こえてくる。新し
い季節の始まりの予感に胸を高鳴らせましょう。



NMC-1179ZZOOMMBBIIEE  HHOORRRROORR  NNIIGGHHTT

https://youtu.be/dXm7GjFLBp8YouTube サンプル版

いつ襲われてしまうのか!?迫りくるゾンビにパニック!!ホラー系の脱
出アトラクションやサバイバルゲーム等、スリリング型のイベント演
出で恐怖をあおるためのBGMです。バックグラウンドに流している
だけで冷や汗たらたらの本格ホラー空間を演出。パニック系コンテン
ツの他、超常現象・オカルト・怪談イベント、ホラー演劇・謎解きサ
スペンス、等々、不気味さ増し増しの緊張感を高めてくれます。絶叫
が聴こえてくる!?大人向けのこわ～いハロウィンイベントにも。。



NMC-1178SSCCIIEENNCCEE  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/gIZ1CRUTrQcYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバ
ラエティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シ
リーズ！「SCIENCE (サイエンス)」の軽快なピコピコテクノ
は、「説明しよう」「作ってみた」等、科学系の実演や解説コ
ンテンツを楽しく演出！明るくポジティブ、好奇心旺盛なサウ
ンドはちびっこ博士の工作や実験、問題解決のシーンにぴった
り。レッツ科学体験！



NMC-1177ののんんびびりり休休日日  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/Op4BfqVPJP4YouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「の
んびり休日」のキュートでのどかなサウンドは、スイーツづくりや
クッキング、家事や手作りアート等、ほんわか和やかな日常を演出し
ます。ゆるキャラやペット大好きなライバーさんの配信や、クイズ・
パズル等をのんびり解く時のバックグラウンドにもおすすめです。



NMC-1176CCUURRRRYY  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/KHWts3Jx6eMYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！
「CURRY」のスパイスが香り立つようなインド風エスニックミュー
ジックは、カレーやインド料理のクッキング、瞑想・ヨガ等の指導や
実演のシーンをエキゾチックに演出します。ミステリアスなサウンド
は手品・イリュージョン等の謎解きや、歴史・宗教等のドキュメンタ
リー的な演出にもぴったりです。



NMC-1175夜夜寺寺灯灯妙妙

https://youtu.be/15ZwAixOKyMYouTube サンプル版

美しくライトアップされたお寺の境内や日本庭園をイメージしたジャパニーズ
ニューエイジサウンド。石畳に連なる灯篭。幻想的な光に照らされた枯山水の
石庭や紅葉。空に輝く星々の下、日中とは趣の異なる神秘的な姿を見せる五重
塔。そんなファンタジックな雰囲気を湛えた、日本情緒あふれる景色が浮かび
上がるBGMです。その清らかで上品なサウンドは、神社仏閣や和風建築で行
われる夜間イベントの他、日本文化や和の精神を伝える店舗をしっとりとした
雰囲気で包みます。静かに語らいながらお酒と料理を楽しむ、そんな落ち着い
た雰囲気の和食店にもおすすめです。



NMC-1174oonn  tthhee  BBaacckk  SSttrreeeett

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

いつもの帰り道や休憩中に偶然見つけた裏通り。そこには特に店はなく人通り
も殆どない。そんな寂しげな裏通りには必要最低限の植え込みや無機質な建物
がひしめき合っています。
上を見上げれば少しだけ空が覗いていて、たまに乾いた風が吹き抜ける、つま
らない場所なのに落ち着く場所。あなただけのバックストリートはあります
か？
スムースジャズ・AOR・フュージョン・イージーリスニング、女性ボーカル
を中心としたコレクションです。重すぎないジャズが新しい想像を生み出しま
す。カフェ・バー・アパレル・シンプルな雑貨や家具などご利用下さい。



NMC-1173手手作作りりDDIIYY  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/wXAj1h-cWVIYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「手
作りDIY」の好奇心旺盛なサウンドは、手作りアート・クラフト・家
事等の作業を和やかに演出します。パズルやクイズ等の謎解き、キッ
ズ系のBGMにもおすすめです。レッツチャレンジ！



NMC-1172匠匠のの職職人人  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/UybMVx9VGMMYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「匠
の職人」の和太鼓と三味線のサウンドは、日本の歴史や伝統文化、和
の職人の技を際立たせます。料理や工芸、お祭りのシーンの他、男気
を見せる場面にご活用ください。



NMC-1171不不思思議議ちちゃゃんん  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/8MKOR87UtL4YouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「不
思議ちゃん」の萌え萌えコミカルサウンドは、能天気でゆる～いキャ
ラ・ふにゃふにゃムードを演出。キュートな8bitサウンドは、ほのぼ
のとしたキッズ系の配信や、ゲーム・クイズ等のイベントにも相性抜
群です。



NMC-1170SSwweeeett  BBaabbyy  AAsslleeeepp

https://youtu.be/fki_Ro70PgsYouTube サンプル版

すやすやと寝る赤ちゃんをイメージした、ほのぼの優しいオルゴール
サウンドを中心に収録。マタニティーヒーリング・子育て支援等のイ
ベントや、幼稚園や保育園のお遊び・お昼寝のBGMにおすすめで
す。包み込むようなゆったり安心サウンドに大人も子どももリラック
ス。エステ・癒し処・クリニックや、お年寄りの養介護を行う福祉施
設でご活用いただけます。カウンセリングやセラピー等の場面にもお
すすめです。



NMC-1169LLaaddyy  iinn  tthhee  bbooxx

https://youtu.be/OyEzx9bebrkYouTube サンプル版

オルゴールの中で踊るバレリーナの人形が大きな舞台で踊る夢をみま
す。箱から飛び出したバレリーナはどんな踊りを披露してくれるので
しょうか？
夢は覚めるもの…。朝になれば、元のオルゴールへ帰っていきます。
華麗に踊る姿を想像して聞いてみてください。
アナログレコードのザラザラを織り交ぜたクラシックを中心をした番
組です。アンティーク家具、雑貨、カフェはもちろん、美術館、結婚
式など、特別な空間を上質にしてみませんか？



NMC-1168SShhoocchhuu  BBaarr  --  CClleeaarr  SSttrreeaamm

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

旨い酒を造るのは、何よりも良質できれいな水。ピュアな地酒の味わいから眼前に広が
る、遠い彼方の名水の地。その透き通った川の流れ、輝く湧き水…そんな水のイメージを
あしらい、楽しく奥深い「お酒の旅」のお供をするJAPANESE BAR MUSICです。和食
料理店や日本酒・焼酎バル等の飲食店で、洗練された麗しい雰囲気を生み出します。照明
を落とせば、しっとりとした大人の夜、心躍る和の美食タイムの始まりです。

同コンセプトで選曲された” Sake Bar -Crystal Water”も併せてお試しください。全般
的に清らかでノスタルジックなサウンドですので、飲食店以外にも、イベントやギャラ
リー等、自然や風景の美に思いを馳せる様々な場面にご利用いただけます。



NMC-1167SSaakkee  BBaarr  --  CCrryyssttaall  WWaatteerr

https://youtu.be/-Go9Esf9t3gYouTube サンプル版

旨い酒を造るのは、何よりも良質できれいな水。ピュアな地酒の味わいから眼前に広が
る、遠い彼方の名水の地。その透き通った川の流れ、輝く湧き水…そんな水のイメージを
あしらい、楽しく奥深い「お酒の旅」のお供をするJAPANESE BAR MUSICです。和食
料理店や日本酒・焼酎バル等の飲食店で、洗練された麗しい雰囲気を生み出します。照明
を落とせば、しっとりとした大人の夜、心躍る和の美食タイムの始まりです。

同コンセプトで選曲された”Shochu Bar -Clear Stream”も併せてお試しください。全般
的に清らかでノスタルジックなサウンドですので、飲食店以外にも、イベントやギャラ
リー等、自然や風景の美に思いを馳せる様々な場面にご利用いただけます。



NMC-1166[[JJ--ggaarrddeenn]]  禅禅

https://youtu.be/79YWbuDMUUsYouTube サンプル版

J-garden (侘・寂・禅の三番組) は、深い魅力を秘めた伝統文化の一つ、日本庭園の世界をイメージした
和風アンビエントミュージック。本番組「禅」は、池や水を用いず、植物も控えた、石や砂で山水の風
景を表現する庭園形式である枯山水の世界を表現。静かな美しさを感じながら、心を落ち着けてくれる
サウンドです。

日本庭園は、古来の日本の思想を内包し、日本的感覚・美意識を反映しています。木や石を可能な限り
自然のままの姿で配し、その不完全さに美を感じる侘び寂びの精神。四季折々の景色が楽しめるように
配置された池や草木。気候や時間、あるいは鑑賞者の気分が移り変わるに連れて刻一刻と表情を変える
景色。美しい梅、桜、紅葉、雪景色。そんな奥深い日本庭園の世界と、静かに、座禅するように対峙す
るもよし。気ままに想いを回遊させるもよし。禅的な思想にも連なるJ-gardenのサウンドは、料亭や割
烹などの日本食を扱う料理店やお寺関係のイベント等、伝統的な日本の精神や価値観が表現される場面
を鮮やかに演出します。



NMC-1165[[JJ--ggaarrddeenn]]  寂寂

https://youtu.be/xt8PUvBfyqYYouTube サンプル版

J-garden (侘・寂・禅の三番組) は、深い魅力を秘めた伝統文化の一つ、日本庭園の世界をイメージした和風アンビエント
ミュージック。本番組「寂」は、人工的な飾り立てや意匠を排し、静かに移ろう時間を眺めるようなサウンドが特徴です。
色・形を変える自然の姿、その優雅を感じる風情溢れる音世界です。

J-garden (侘・寂・禅の三番組) は、深い魅力を秘めた伝統文化の一つ、日本庭園の世界をイメージした和風アンビエント
ミュージック。日本庭園は、古来の日本の思想を内包し、日本的感覚・美意識を反映しています。木や石を可能な限り自然の
ままの姿で配し、その不完全さに美を感じる侘び寂びの精神。四季折々の景色が楽しめるように配置された池や草木。気候や
時間、あるいは鑑賞者の気分が移り変わるに連れて刻一刻と表情を変える景色。美しい梅、桜、紅葉、雪景色。そんな奥深い
日本庭園の世界と、静かに、座禅するように対峙するもよし。気ままに想いを回遊させるもよし。禅的な思想にも連なるJ-
gardenのサウンドは、料亭や割烹などの日本食を扱う料理店やお寺関係のイベント等、伝統的な日本の精神や価値観が表現
される場面を鮮やかに演出します。



NMC-1164[[JJ--ggaarrddeenn]]  侘侘

https://youtu.be/nViqzIbHiE8YouTube サンプル版

J-garden (侘・寂・禅の三番組) は、深い魅力を秘めた伝統文化の一つ、日本庭園の世界をイメージした
和風アンビエントミュージック。本番組「侘」は、庭園の池の周りを歩きながら回遊して風景を鑑賞す
る庭園様式をイメージ。水をたたえたサウンドが自然の風情を感じさせます。

日本庭園は、古来の日本の思想を内包し、日本的感覚・美意識を反映しています。木や石を可能な限り
自然のままの姿で配し、その不完全さに美を感じる侘び寂びの精神。四季折々の景色が楽しめるように
配置された池や草木。気候や時間、あるいは鑑賞者の気分が移り変わるに連れて刻一刻と表情を変える
景色。美しい梅、桜、紅葉、雪景色。そんな奥深い日本庭園の世界と、静かに、座禅するように対峙す
るもよし。気ままに想いを回遊させるもよし。禅的な思想にも連なるJ-gardenのサウンドは、料亭や割
烹などの日本食を扱う料理店やお寺関係のイベント等、伝統的な日本の精神や価値観が表現される場面
を鮮やかに演出します。



NMC-1163WWee  aarree  RRoocckk??!!

https://youtu.YouTube サンプル版

イースター島に佇むモアイがアメリカに上陸するイメージしました。The rocks rock! ロックするロック?!

地中に埋まったままのものや
整列してただ空を眺めるもの
岩で固められた彼らの中には
どんなロック魂が眠るのか？

アメリカを感じさせるブルースやロックを中心にエキセントリックなロックやポップロックも織り込んでみました。

カフェバー、車、スポーツ、レジャー、イベントなどにアメリカンテイストを取り入れてみませんか？
アナログレコードの音質と一緒にお楽しみください。



NMC-1162HHaavvee  aa  ggoooodd  ttiimmee

https://youtu.be/jhZBV8x9gToYouTube サンプル版

ジャズテイストを取り入れたイージーリスニングのコレクション。
ジャズと聞けばムーディな印象を思い浮かべる方が多いかもしれませ
んが、この番組では気軽に楽しめる雰囲気の楽曲を集めてみました。
爽快なサウンドがカフェやアパレル等の店舗をクリーンで上品な空間
に。フレッシュで爽やかなイメージは、インテリア・雑貨等の暮らし
を彩るライフスタイル系の商品や、新生活を応援するイベントの演出
にもおすすめです。



NMC-1161GGRREEEENN  CCOONNCCEEPPTT

https://youtu.be/Sv3ri8N5-6IYouTube サンプル版

観葉植物を飾るように、緑の癒しと活気を付加してみてはいかがで
しょう。穏やかなヒーリングから躍動的なビートの間を、長い時間を
かけて音楽が移ろいます。滞在時間の長い場所...テラス・待ち合わせ
スペースなどベンチのある場所やお客様にゆったりとした時間を使っ
ていただくことを目的とする飲食店・雑貨/インテリアショップ・展
示会場・迎賓スペースに動的な空間を。



NMC-1160SSeessssiioonn  SSppaaccee

https://youtu.be/hxqFKYMDR84YouTube サンプル版

素敵な雑貨や、アンティーク家具、ラウンジ、カフェやバーなど、温
かみのある空間にJazzyな音楽を、取り入れてみませんか？アナログ
レコード特有のザラザラした音質を織り交ぜ、レトロな空間を演出し
ます。ビックバンドやデキシー、コンボなど、様々なブラスジャズを
フューチャーしました。



NMC-1159NNEEOONN

https://youtu.be/wnlBG3npWAEYouTube サンプル版

想像の最先端にある地平、広がる新しい世界。近未来の風景に鳴り響
くのはスタイリッシュなビート。賑やか過ぎず、寂しい訳でもない。
テクノやエレクトロニカのサウンドが生み出す、心地よい都会の喧
騒、新しい出会いや発見の高揚感。未来に向けてさらなる一歩を踏み
出す。そんな次世代的なイベント・ファッション・クラブシーンなど
にご利用ください。



NMC-1158DDOOTT  HHEERROOSS

https://youtu.be/IhupN6GZkEMYouTube サンプル版

昔のTVゲームの世界に迷い込んだような懐かしい気持ちになる個性
的な番組です。ゲームが大好きなら、このサウンドを聞くだけでなん
だか胸がドキドキしてくるはず…！同人系イベントやゲームバー、
トーク系の動画配信に。ゆるキャラとも相性が良さそうです。



NMC-1157RRAAVVEERR

https://youtu.be/q0-Bgeb3g3sYouTube サンプル版

サイケデリックなダンスミュージック。野外パーティー・クラブ等の
イベント会場で解放感たっぷりの祝祭空間を生み出します。高揚感の
あるビート、繰り返すメロディが誘う陶酔の境地。ポップで幻想的な
アンセムチューンに酔いしれ、我を忘れて踊り狂えば脳内はトランス
状態。パワフルで躍動的なダンスサウンドはクラブシーン以外にも、
e-sport等のアグレッシブなサイバースペース、パチンコ・スロット
等のアミューズメント施設、ギャル系のアパレルや飲食店等でも刺激
的でハイテンションな非日常空間を演出します。



NMC-1156紅紅茶茶ととククッッキキーー

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

イメージは昼下がりのほっこりティータイム。軽やかなボサノバ、
ヨーロピアンな香りが漂うイージーリスニングを中心に収録。甘く優
しいサウンドでケーキ屋さん・スイーツショップ・カフェ等を女性的
で和やかな空間に。快適で親しみやすいムードはスーパーや商店街等
のBGMにもぴったり、穏やかな日常感を演出できます。



NMC-1155SSwweeeettss  &&  GGiifftt

https://youtu.be/qXMs-9MNP3UYouTube サンプル版

バレンタイン商戦を応援する爽やかキュートポップスです。大人も子
どもも、届けたい恋心。乙女のドキドキ・ワクワクが詰まったハッ
ピーサウンドが幅広い年代のハートをキャッチします。騒がしい街並
みに負けない溌溂としたダンスビートが特別なイベント感を存分に演
出。スーパーやデパート等のバレンタインギフト特設コーナーはもち
ろんの事、カフェやスイーツ店等の飲食店で開催されるクッキングイ
ベントや、アクティブなイメージの女性向けアパレルの店頭にもお勧
めしたいBGMです。



NMC-1154AA  SSllooww  LLiiffee  GGuuiittaarr  MMaann

https://youtu.be/Y5S1u83PEMQYouTube サンプル版

アドリブで延々と爪弾かれるソロギターの渋い調べ。時にジャジーに、時にブ
ルージーに。セミアコーステイックギターの温かい音色が心地よく、目の前で
生演奏を聴いているような臨場感のあるサウンドが特徴です。抑揚や味付けが
効いた、マイペースでありながら慎ましい演奏。肩の力の抜けた、大人の魅力
をさりげなく漂わせ、落ち着いた雰囲気のレストランやカフェやバー等で食事
や会話の邪魔になりません。バックグラウンドに流してリラックスするもよ
し。じっと聴き入りながらお酒を楽しむもよし。今晩も物静かなギターマンが
皆様の空間を素敵な演奏で満たします。普段の営業とは気分を変えて、親密で
スペシャルな空間を演出する際にも是非お試しください。



NMC-1153TTWWIINNKKLLEE  HHOOUURR  ～～JJaappaanneessee  ppooppuullaarr  vvooccaallss～～

https://youtu.be/0S37j7A_Jj0YouTube サンプル版

日本語のヴォーカル曲集。ポップス・ロック・フォークソング・
フュージョン・歌謡曲など、さまざまなジャンルの楽曲を収録。聞き
馴染じみのあるサウンドでノスタルジックな気分も誘います。居酒屋
さん・立ち飲み屋さん・定食屋さんなどにぴったり。BGMは日本語
のボーカル作品がベター、という方へもおすすめです。



NMC-1152ぶぶららりりおお散散歩歩  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/PqfA56yAJ0YYouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「ぶ
らりお散歩」のゆる～いほのぼのとしたサウンドは、プライベートの
何気ない日常を演出してくれます。素朴なアコーディオンのサウンド
がちょっとお洒落。乙女の休日のイメージにぴったりです。



NMC-1151ペペッットト大大好好きき  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/iVfn0G4YYO0YouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！
「ペット大好き」の無邪気でかわいいキッズボーカルは、愛するペッ
トちゃんたちの紹介にぴったり。わんわん、にゃんにゃん、ぴょん！
軽快なマリンバサウンドは幼稚園や保育園でも大活躍。



NMC-1150アアリリガガトトウウ～～感感謝謝  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/0Vd67Qo3R_0YouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「ア
リガトウ～感謝」は心を込めて感謝の思いを伝える場面に。ファンへ
の感謝の挨拶・花束贈呈・記念日・二次会等、ハートフルなムードに
演出にご利用ください。ハッピーなカップルのイメージも。



NMC-1149清清流流歌歌鳥鳥  ((SSeeppaarraattee  TTrraacckkss))

https://youtu.be/tRKm7MAs8sAYouTube サンプル版

「清流歌鳥」のセパレートトラック版。環境効果音のみの作品です。
ステレオの左が鳥のさえずり、右に川のせせらぎを収録。さらさらと
流れるせせらぎの心地よい音と、美しい鳥たちの歌声が、爽やかで清
涼感溢れる空間を演出します。自然が奏でるナチュラルハーモニーで
身も心もリラックス。



NMC-1148清清流流歌歌鳥鳥

https://youtu.be/fu7VXwHeuQMYouTube サンプル版

環境効果音のみの作品です。さらさらと流れるせせらぎの心地よい音
と、美しい鳥たちの歌声が、爽やかで清涼感溢れる空間を演出しま
す。自然が奏でるナチュラルハーモニーで身も心もリラックス。



NMC-1147大大阪阪暮暮色色人人情情街街

https://youtu.be/s-F9G3uxTAAYouTube サンプル版

人情の街、大阪をイメージ。ハートウォーミングな大衆都市の街並みや風景に
寄り添う、人間味溢れるBGMです。今も愛される歴史ある商店街。明治の面
影を残す洋風レトロな建造物。リバーサイドを彩るライトアップされた桜並木
通り。昭和にスリップしたかのようなノスタルジックな下町。独特の大らかな
風土が生み出す、気さくでユーモア溢れる人々。そんな変わらない景色・人々
の情緒が染み込んだ演歌・昭和歌謡・ブルース等のエモーショナルな唄や、関
西独特のフレーバーが息づくジャズやインストゥルメンタルを収録。老若男女
問わず和気あいあいの雰囲気を演出します。



NMC-1146大大阪阪暮暮色色恋恋通通

https://youtu.be/Jnn2EdPPVzgYouTube サンプル版

大人の男女が恋を楽しむ街、大阪をイメージ。DEEPで濃い目の大人
のロマンスを彩るBGMです。演歌・昭和歌謡・90年代テイストのバ
ラード等、人情味あふれる、懐かしいあの時代にスリップするような
レトロ感が漂います。切ない恋心を歌う女性ボーカルのラブソング・
夜の風景が似合うしっとりとしたジャズ・情感たっぷりのセンチメン
タルなブルース。甘いムードに浮かぶ夕暮れ～深夜の歓楽街の情景。
その喧噪の片隅で酒を傾ける男と女。心ときめくアダルトでロマン
ティックなナイトライフを演出します。



NMC-1145ああっったたかかカカフフェェ

https://youtu.be/r_fiC6ZtX30YouTube サンプル版

ガットギターなどのアコースティック楽器を中心にセレクトし、暖か
く柔らかに包み込む特殊効果を施しました。ほっこりとお家で団欒し
ながらあったまる..そんなアットホームな雰囲気をおしゃれなカフェ
に、ぜひ。



NMC-1144ほほんんわわかかメメルルヘヘンン  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/Qfs1AyivR84YouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「ほ
んわかメルヘン」のほのぼのとしたオルゴールサウンドは妖精が登場
する童話や絵本のようなファンタジーの世界観。女性ライバーの配信
をおちゃめに演出する他、ペットや赤ちゃんを優しく見守るような
ムードは、知育・飼育等の成長記録や観察系のコンテンツにもぴった
りです。



NMC-1143ななぞぞななぞぞ  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

https://youtu.be/pEG-5nEGK34YouTube サンプル版

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「な
ぞなぞ」のわくわく好奇心を刺激するサウンドは謎解きや教育系の頭
を使う場面にぴったり。忙しく歩き回るようなサウンドは、仕事・作
業やチームワークを強調したい時にも活躍。ほのぼのした雰囲気は
ペットやキッズ系にも。



NMC-1142探探偵偵  [[VVaarriieettyy  SShhooww  MMuussiicc]]

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

イベントや配信のBGMを趣旨に合わせて切り替えることでバラエ
ティ番組のように演出できる"Variety Show Music"シリーズ！「探
偵」はジャジーで怪しいムードのBGM。捜索・潜入・推理・尾行
等、謎解きミッション風のドキドキ・サスペンスフルな空気を演出し
ます。抜き足・差し足・忍び足！スパイ気分が盛り上がるサウンドで
す。



NMC-1141京京都都雪雪化化粧粧通通

https://youtu.be/zBIA92HUjxwYouTube サンプル版

はんなり京都の雪景色BGM。冬に訪れた京都の夜の街並み。古都の石畳に降
り積もる雪と、その白を幻想的に浮かび上がらせる提灯の火。そんな静かで美
しい情景を映し出すようなしっとりとした和風チルアウト&ジャズミュージッ
クです。風情ある内装にこだわる町家や、日本的で落ち着いたラグジュアリー
感を重視する飲食店・宿泊施設・癒し処等におすすめ。伝統にも、モダンに
も、折衷にも。日本酒バル・和風バー・デザイナーズ旅館等、暗く落とした照
明やお洒落な調度品をあしらえた和の空間のお供にどうぞ。お土産物屋さん・
お茶屋さん・着物屋さん等、インバウンド向けにも効果を発揮。和風×ほっこ
り感×上品が揃ったBGMで日本をもっと楽しんでいただきましょう。



NMC-1140TTookkyyoo  SSuusshhii  BBaarr  CChhiillll  NNiigghhtt

https://youtu.be/o6HlapiPB7IYouTube サンプル版

今夜も東京の摩天楼で繰り広げられる華やかなナイトライフ。その喧噪の片隅
にある、ムードたっぷりの”隠れ家”的なダイニングバーを彩るのは、チルアウ
トな和風×都会×JAZZミュージック。まだまだ遊び足りない深夜の遊び人が
ほっこりくつろげる、適度にアングラで大人っぽい雰囲気を演出。和楽器を使
用したリラキシンジャズ・ロマンティックなJ-Pop/Rap/R&B・しっとりとし
た雰囲気の伝統的な邦楽等、暗く落としたお洒落な照明が映える、スタイリッ
シュで折衷的なサウンドが特徴です。お寿司屋さん・着物屋さん・温泉・懐石
料理等、インバウンド向けにも効果を発揮。Japan Coolでお洒落なBGMで日
本の夜を満喫していただきましょう。



NMC-1139キキララメメキキ  トトキキメメキキ  キキュュンンキキュュンンアアワワーー

https://youtu.be/lWIZrNjbg7UYouTube サンプル版

アニメ同人系イベント・サークルイベント・萌え系ゲームのイベント
などでお使いいただけるようなイメージです。幼稚園～小学生の女の
子も喜ぶサウンド集になっており、ワークショップなどのBGMとし
てもオススメです。



NMC-1138ttrreeaassuurreess  --  JJ--PPOOPP  HHOOTT  vvooccaallss

https://youtu.be/N1chLGq0HpEYouTube サンプル版

BGM音楽ライブラリが生み出したホットで楽しい気分にしてくれる
J-pop作品集。一般に流行したヒット曲に飽き足らない、心を動かす
新しい歌声との出会いを求めるTreasure Hunterの皆様へお届けしま
す。まだ知られていない、いい曲、素敵な歌手、たくさん詰め込みま
した。日常的に番組やCM等の演出に数多く使用されているので、聞
き馴染みのある楽曲が見つかるかも！BGMは日本語のボーカル作品
がベター、という方へ特におすすめです。



NMC-1137迎迎春春

https://youtu.be/tKNX1GlIvOkYouTube サンプル版

新しい年の幕開けを飾る、厳かで華やかな和の音楽。古典的な邦楽の
サウンドが由緒正しい新年の習わしや、伝統的な日本のお正月の格調
高い雰囲気を演出します。厳しい冬を越え、真新しい春の訪れに思い
馳せる。そんな年に一度の風物詩、暖かみのある日本の心を感じさせ
るBGM。季節を問わずおめでたい席のお供にも。



NMC-1135flfloowweerr  ggaarrddeenn

https://youtu.be/79Xh-u7HzJYYouTube サンプル版

人気の洋楽ポップス風・R&B・ジャズ等、バリエーションに富んだお
洒落なボーカル作品集。アパレル・インテリア・カフェ等、場面を選
ばず色彩豊かな花々のように空間を演出。明るい日常的な雰囲気で汎
用性の高いBGMです。



NMC-1134PPRREECCIIOOUUSS  MMOOMMEENNTTSS

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

大人気のダンス系ポップスを中心に洋楽風のボーカル作品やラップ
ミュージックを収録。今日はみんなで集まって乾杯！ノリのいいダン
スビートがイベント気分を盛り上げます。飲み会・学園祭・バーベ
キュー等、大事な仲間と過ごす楽しくかけがえのない一時を演出。み
んなでわいわいパーティー気分が高揚するBGMです。二次会におす
すめ！



NMC-1133SSuurrpprriissee!!!!  HHaappppyy  BBiirrtthhddaayy

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

お誕生日イベントのサプライズ演出用BGM。大切な人、お店のゲス
トにサプライズを仕掛けましょう。祝ってもらうのも、祝ってあげる
のも、どちらも幸せになるイベント。陽気なBGMで華やかに盛り上
げましょう。



NMC-1132みみんんななででおおいいわわいい！！おおたたんんじじょょううびび！！

https://youtu.be/1u2UeDmz1AEYouTube サンプル版

子どもが歌うバースデーソングを収録。おともだちもみんな集まっ
て、お誕生日おめでとう！ジュースで乾杯！お菓子に好物に、みんな
でわいわいパーティー。お子さまの思い出に残るお誕生日を。



NMC-1131BBiirrtthhddaayy  PPaarrttyy

https://youtu.be/2USzCoq8IRgYouTube サンプル版

お誕生日イベントのサプライズ演出用BGM。
(1)冒頭のバースデーソングでサプライズ開始！～(2)ケーキの登場～
キャンドルの火を吹き消す。～(3)タイム1分28秒の２曲目から曲調
が盛り上がります。タイミングを合わせて拍手や歓声を誘いましょ
う。
笑顔あふれる祝福ムードで心に残る記念日を。



NMC-1130SSTTAARRRRYY  NNIIGGHHTT  TTEERRRRAACCEE

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

今宵まばゆい夜景にうっとりする都会の恋人たちへ。星空のテラスを
イメージしたアーバンメロウなサウンド。R&B風ポップ・日本語ラッ
プ・ジャズ系インスト等、くつろぎのチルミュージックを集めまし
た。ゆったり、まったり。素敵な人と過ごすロマンティックな一時
に。クリスマスの雰囲気作りにも。



NMC-1129CCRRiiSSPP  DDAAYY

https://youtu.be/o8d_aZw7etsYouTube サンプル版

キリッとした清涼感のあるサウンドに食欲も増進。人気の食材が旬を
迎えて格別な味を楽しめる、秋シーズンの飲食店や食品売場にどう
ぞ。美味しいものを食べてみんなが笑顔に！すっきり爽やかな空気感
はブレークファーストやランチタイムのBGMにもぴったりです。穏
やかで気持ちがいい秋日和を演出します。



NMC-1128悪悪役役登登場場

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

時にヒーローに転じもする恐ろしくもかっこいいヴィラン(悪党・悪
者)のキャラクターをイメージしたダイナミックで迫力のあるダーク
系サウンド。得体の知れない邪悪なカリスマの登場に高まる緊迫感。
ラスボスとの対決・ヒール役との格闘・怪盗系の推理ゲーム等、バト
ル要素のあるイベントをサスペンスフルに演出します。悪夢的な雰囲
気はホラー系のイベントやダークヒーロー的なアクションシーンの
BGMにもおすすめです。



NMC-1127OOkkttoobbeerrffeesstt

https://youtu.be/EhYamPs6buAYouTube サンプル版

本場ドイツで開催されるビールの祭典「オクトーバーフェスト」をイ
メージしたオーケストラやブラスバンドのサウンド。10月に結婚し
た王女様を盛大にお祝いした事が起源というめでたいイベントの雰囲
気を伝える、陽気なヨーロピアン楽団風の生演奏が特徴。ドイツの街
並みやビールを片手に溢れかえる人々の賑わいを感じさせます。みん
な集まって見知らぬ人同士でも乾杯！洋風のレストラン・フードイベ
ント・パーティー等、和気あいあいとしたムード作りにおすすめの
BGMです。



NMC-1126青青空空ママルルシシェェ

https://youtu.be/xeww088mxa4YouTube サンプル版

フランス語で「市場」「朝市」を意味するマルシェ。新鮮な食品を求
めて人々が行き交うヨーロッパの青空市場をイメージした、爽やかで
開放感のあるサウンドです。生鮮品売場・フードフェス・秋の文化祭
等、食品を扱う店舗やイベントを賑わいのある雰囲気に演出します。
ヨーロピアンを中心に様々な国々の庶民的な音楽スタイルを収録し、
輸入食品店や雑貨屋さん等にもぴったりの素朴で気取らないBGMで
す。



NMC-1125夕夕空空ノノススタタルルジジアア

https://youtu.be/oonCPku1688YouTube サンプル版

心に染みいるしっとりとした秋の調べ。切なくも懐かしい故郷に帰っ
たような音色に癒されます。心にじーんと思い出す、子どもの時に見
た夕暮れの色。月明りに照らされた山里に吹く心地よい風。夏の疲れ
も解消する涼しげなリラックスサウンドは、和洋問わずホテル・旅
館・披露宴会場等を理想的なくつろぎの空間の演出に。岩盤浴や温泉
等の癒し処等、家に帰ったようなほっこり感アップにもどうぞ。



NMC-1124lloonneeWWOOLLFF

https://youtu.be/boiCe4W9q08YouTube サンプル版

パワフルで他に左右されない、まっすぐな女性の秘めた美しさをリズ
ムと音楽で表現したコンセプト番組、ロンウルフ。一匹の遠吠えから
物語がはじまります。



NMC-1123HHAALLLLOOWWEEEENN  SSPPOOOOKKYY  NNIIGGHHTT

https://youtu.be/N6Gr_AMYA8EYouTube サンプル版

ハロウィンの「悪霊」たちが集うお化け屋敷をイメージした幻想的な
サウンド。暗闇に光るカボチャ、揺れるロウソクの火、映し出される
骸骨やミイラ！怖いと楽しいを融合した不思議な世界観でファンタ
ジックなホラーナイトを演出します。おどろおどろしい不気味な
ミュージックがスリルやサスペンスを増幅。ハロウィンの肝試しやホ
ラー系のイベントにどうぞ。



NMC-1122HHAAPPPPYY  HHAALLLLOOWWEEEENN  PPAARRTTYY

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

ちょっぴり怖い！？でもかわいいお化けたちがにぎやかに登場！
Let's ハロウィンパーティー！仮装・お菓子の準備ができたら、わく
わく・ドキドキ、パーティーミュージックをplay！仮装パレード・ス
テージショーなど、キッズ大喜びのファミリー向けイベントや、ハロ
ウィンシーズンを盛り上げるコミカルで楽しいハロウィンサウンドで
す。



NMC-1121CCaafféé  NNOOIIRR

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

落ち着いた空間の演出に最適な浮遊感のあるポストロックサウンド。
内省的でメランコリックなギターアルペジオは優しさを湛えた夕暮れ
の音色。心地よくたゆたう温もりのアンビエント。現代的でクールな
エレクトロニカは切ない秋の雰囲気。エモーショナルな黄昏の響きに
包まれて、夢見るように物思いに耽っていると、窓の外はノアール
(黒) に染まり始めている。そんな静かな美しさを感じさせる都会的な
イメージのカフェミュージックの提案です。



NMC-1120[[MMuusseeuumm]]  美美空空間間

https://youtu.be/LP-3HMPvVrUYouTube サンプル版

音楽というより、「響き」そのもの。アーティスティックな非日常空
間を生み出すアンビエントミュージック。美術館・画廊・ギャラリー
スペース等におけるアート作品展示のBGMの他、演劇・朗読・現代
舞踏等のパフォーマンスアートのサウンドトラックとしても効果的。
映像・彫刻・絵画・写真等の芸術作品の展示を通して空間全体を作品
として体験させるインスタレーションアートの会場にもどうぞ。



NMC-1119[[MMuusseeuumm]]  伝伝承承

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

音楽というより、「響き」そのもの。アーティスティックな非日常空
間を生み出すアンビエントミュージック。美術館・画廊・ギャラリー
スペース等におけるアート作品展示のBGMの他、演劇・朗読・現代
舞踏等のパフォーマンスアートのサウンドトラックとしても効果的。
映像・彫刻・絵画・写真等の芸術作品の展示を通して空間全体を作品
として体験させるインスタレーションアートの会場にもどうぞ



NMC-1118[[MMuusseeuumm]]  匠匠

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

音楽というより、「響き」そのもの。アーティスティックな非日常空
間を生み出すアンビエントミュージック。美術館・画廊・ギャラリー
スペース等におけるアート作品展示のBGMの他、演劇・朗読・現代
舞踏等のパフォーマンスアートのサウンドトラックとしても効果的。
映像・彫刻・絵画・写真等の芸術作品の展示を通して空間全体を作品
として体験させるインスタレーションアートの会場にもどうぞ。



NMC-1117[[MMuusseeuumm]]  異異文文化化

https://youtu.be/m2ktXyrvLqsYouTube サンプル版

音楽というより、「響き」そのもの。アーティスティックな非日常空
間を生み出すアンビエントミュージック。美術館・画廊・ギャラリー
スペース等におけるアート作品展示のBGMの他、演劇・朗読・現代
舞踏等のパフォーマンスアートのサウンドトラックとしても効果的。
映像・彫刻・絵画・写真等の芸術作品の展示を通して空間全体を作品
として体験させるインスタレーションアートの会場にもどうぞ。



NMC-1116[[MMuusseeuumm]]  異異空空間間

https://youtu.be/6r1RUscv2AkYouTube サンプル版

音楽というより、「響き」そのもの。アーティスティックな非日常空
間を生み出すアンビエントミュージック。美術館・画廊・ギャラリー
スペース等におけるアート作品展示のBGMの他、演劇・朗読・現代
舞踏等のパフォーマンスアートのサウンドトラックとしても効果的。
映像・彫刻・絵画・写真等の芸術作品の展示を通して空間全体を作品
として体験させるインスタレーションアートの会場にもどうぞ。



NMC-1115[[MMuusseeuumm]]  アアーートトススペペーースス

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

音楽というより、「響き」そのもの。アーティスティックな非日常空
間を生み出すアンビエントミュージック。美術館・画廊・ギャラリー
スペース等におけるアート作品展示のBGMの他、演劇・朗読・現代
舞踏等のパフォーマンスアートのサウンドトラックとしても効果的。
映像・彫刻・絵画・写真等の芸術作品の展示を通して空間全体を作品
として体験させるインスタレーションアートの会場にもどうぞ。



NMC-1114[[MMuusseeuumm]]  オオブブジジェェ

https://youtu.be/TnZo9JGY-90YouTube サンプル版

音楽というより、「響き」そのもの。アーティスティックな非日常空
間を生み出すアンビエントミュージック。美術館・画廊・ギャラリー
スペース等におけるアート作品展示のBGMの他、演劇・朗読・現代
舞踏等のパフォーマンスアートのサウンドトラックとしても効果的。
映像・彫刻・絵画・写真等の芸術作品の展示を通して空間全体を作品
として体験させるインスタレーションアートの会場にもどうぞ。



NMC-1113夏夏だだ！！海海だだ！！ササママーーススポポーーツツ

https://youtu.be/_9fS7UXYdbUYouTube サンプル版

サーフィン、ビーチバレー、海の家。ホットな夏がやって来た！晴れ
渡った空と青い海のイメージが広がるフュージョン&ポップスインス
トを中心に選曲。時に昭和さえ感じさせるノスタルジックなサウンド
が楽天的なムードを盛り上げます！量販店やスーパーのサマーセー
ル・水着売り場・マリンスポーツ用品店等、夏アイテムを取り扱う場
面にどうぞ。



NMC-1112NNaattuurraall  CCaaffee

https://youtu.be/2wqABh1dVDYYouTube サンプル版

落ち着いたナチュラルテイストのカフェミュージック。爽やかなア
コースティックサウンドがオーガニック・健康志向・エコロジー等で
イメージされる、モダンな「安心」空間を創ります。自然食や薬膳料
理等のサービスを提供するカフェやレストラン、ナチュラル派の商品
を提供する店舗にぴったりの内容。ライトで明るいイメージのサウン
ドはモーニングやランチタイムのBGMにおすすめ。優しいくつろぎ
のカフェタイムが流れます。



NMC-1111わわくくわわくく縁縁日日

https://youtu.be/8JrENMAlOB8YouTube サンプル版

露天が並び、お参りの人々や子どもたちで賑わう縁日をイメージ。今
も昔も変わらない、日本人のソウルサウンド＝祭囃子―たこ焼き・焼
きそばの屋台、金魚すくい・ヨーヨー釣り・輪投げ等の出店が楽しみ
だった子ども時代が蘇ります。夏祭り・秋祭り・地域行事等の他、屋
台・屋外での店頭販売・イベント出店等、縁日ミュージックを鳴り響
かせてお祭りの雰囲気を演出できます。



NMC-1110おおままつつりり

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

神楽笛と太鼓の鳴り響く伝統的な日本のお祭りサウンド。夏祭り・秋
祭り・縁日・地域行事等の他、屋台・屋外での店頭販売・イベント出
店等、様々な場面で日本人のソウルサウンド＝祭囃子を鳴り響かせて
お祭りムードを盛り上げましょう！



NMC-1109[[AAmmbbiieenntt]]  寂寂音音

https://youtu.be/UnzTagTK9CAYouTube サンプル版

静けさを聴く、心安らぐアンビエント音楽の世界。無音以上の「寂」
が立ち込める。ピアノとシンセサイザーの清涼な響きが空間に溶け込
み、静寂の「場」／深く落ち着いた空気感を演出。非日常／透き通っ
た時間が流れる究極のリラクゼーションサウンドです。マッサージ・
岩盤浴・温泉等の癒し処の他、歴史資料館・骨董品店・仏教芸術等、
時間の重み・日本美を感じさせる空間の演出に。瞑想や安眠のお供に
もどうぞ。



NMC-1108[[AAmmbbiieenntt]]  木木洩洩日日

https://youtu.be/GvV-iu5ipZAYouTube サンプル版

静けさを聴く、心安らぐアンビエント音楽の世界。鳥のさえずりをき
きながら、森に差し込む木漏れ日の中を歩くような環境サウンド。ピ
アノとシンセサイザーの清涼な響きが空間に溶け込み、静寂の「場」
／深く落ち着いた空気感を演出。非日常／透き通った時間が流れる究
極のリラクゼーションサウンドです。マッサージ・岩盤浴・温泉等の
癒し処の他、リゾート・調剤薬局・雑貨店等、日常のリラックス空間
の演出に。瞑想や安眠のお供にもどうぞ。



NMC-1107[[AAmmbbiieenntt]]  静静空空間間

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

静けさを聴く、心安らぐアンビエント音楽の世界。無音以上の「静」
が広がる。ピアノとシンセサイザーの清涼な響きが空間に溶け込み、
静寂の「場」／深く落ち着いた空気感を演出。非日常／透き通った時
間が流れる究極のリラクゼーションサウンドです。マッサージ・温
泉・岩盤浴等の癒し処の他、画廊・ギャラリー・美術館等の審美的な
アートスペースにもフィット。瞑想や安眠のお供にもどうぞ。



NMC-1106eexxttrreemmee  lloouudd

https://youtu.be/Nkk5DL_khZMYouTube サンプル版

耳をつんざくワイルドなギターノイズ・スリリングなメタルミュー
ジックが、華麗な離れ業アクションをフィーチャーした「エクスト
リームスポーツ」を一層過激に、デンジャラスに演出して盛り上げま
す。格闘技・e-Sports・その他あらゆる競技大会のイベント会場を
白熱させる、最高潮にアグレッシブなサウンドです。



NMC-1105DDёёffaauulltt

https://youtu.be/FeKLleBsrr4YouTube サンプル版

シンプルで機械的なミニマルエレクトロサウンドがモダン空間を演
出。人の生活を豊かにするスタイリッシュな近未来像・最先端技術の
イメージが浸透します。AI・ロボット家電・時計等のテクノロジー系
の他、電子医療製品・ヘルスケア・美容等のサイエンス系の展示会ス
ペース／店内空間演出に最適のサウンドです。



NMC-1104IIssllaanndd  ooff  BBiirrdd

https://youtu.be/5_lALJlN3zQYouTube サンプル版

鳥のさえずりとリゾートミュージックの絶妙コラボレーション。品の
良いマリン系イージーリスニングが上質で心地よい空間を演出。喧騒
から離れた南国リゾートホテルのテラスでのんびりしているような
ほっこり気分に。ホテルロビー・エントランス・旅行代理店の他、カ
フェやレストラン等の飲食店の空間演出にもおすすめ。



NMC-1103CCaafféé  AAuu  LLaaiitt

https://youtu.be/8CHz0A_JLNAYouTube サンプル版

明るくフレッシュな汎用的カフェサウンド。ライトなジャズ、ボサノ
バなどを収録。おしゃれで居心地の良い雰囲気は、カフェのほか
ショッピングスペースなど多様なシチュエーションにお使いいただけ
ます。



NMC-1102夏夏のの森森休休みみ  --蝉蝉時時雨雨ととせせせせららぎぎ  ((SSeeppaarraattee  TTrraacckkss))

https://youtu.be/Wz5fqOEucloYouTube サンプル版

「夏の森休み -蝉時雨とせせらぎ」のセパレートトラック版。環境効
果音のみの作品です。ステレオの左がセミ、右に川のせせらぎを収
録。暑苦しい都会の空間を、緑に囲まれた爽やかな癒しの場へチェン
ジ！



NMC-1101夏夏のの森森休休みみ  --蝉蝉時時雨雨ととせせせせららぎぎ

https://youtu.be/61rrr6eq8hEYouTube サンプル版

環境効果音のみの作品です。夏の風物詩であるセミの声と涼しげな清
流の水音で、ノスタルジックな日本の自然風景を再現できます。暑苦
しい都会の空間を、緑に囲まれた爽やかな癒しの場へチェンジ！


