
アーティストバンク登録者一覧 2021/12/13 現在

登録No 氏名 カテゴリ アーティストWebサイト

C-0001 茂木　公史 音楽 ≫ 楽器演奏 http://kojimogi.sitemix.jp/

C-0002 沼田　宏行 音楽 ≫ 楽器演奏 http://piano-chan.com/

C-0003 西川　祐子 踊り・ダンス ≫ 舞踊 https://nishikawaryu.jp/index.htm

C-0004 尾上　菊乃里 踊り・ダンス ≫ 舞踊 http://www.kikunokai.co.jp/

C-0005 北川　れい子 アート ≫ ワークショップ -

C-0006 寺本　まり子 アート ≫ ワークショップ http://www.musashino-music.ac.jp/guide/teacher/instructor/0697.html

C-0007 服部　和彦 アート ≫ ワークショップ http://www.vega0358.sakura.ne.jp/index.html

C-0008 石原　良子 音楽 ≫ 歌

C-0009 江口　久美子 音楽 ≫ ピアノ

C-0010 たんぽぽ 音楽 ≫ 歌 http://ameblo.jp/tanpoponeesan/entry-10656341866.html

C-0011 La Ramure 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0012 THE FOREVER FOUR 音楽 ≫ 弦楽器 http://home.att.ne.jp/orange/foreverfour/

C-0013 藤由　越山 音楽 ≫ 管楽器 http://www.fuke-shakuhachi.com/shaku8/jp_fujiyoshi_etsuzan.html

C-0015 中村　英里可 音楽 ≫ 管楽器

C-0016 五十嵐　三代子 音楽 ≫ ピアノ

C-0017 Jumelles　Chihiro&Michiru 音楽 ≫ ピアノ http://www.chiruchirumichiru-duo.com/

C-0018 Marie　with　Ｆ 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0019 志村　明美 音楽 ≫ ピアノ http://solpiano.blog41.fc2.com/

C-0020 西山　若菜 音楽 ≫ 管楽器 http://ameblo.jp/flutist-wakana/

C-0021 カウンターテナー　菊池　大翼 音楽 ≫ 歌 http://oikawa-classic.com/artist/profile/cten-kikuchi_daisuke.html

C-0022 natural BEAT 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0023 さかうち　ひろこ 音楽 ≫ 管楽器

C-0024 熊本　比呂志 音楽 ≫ 楽器演奏 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/almo-inn/tuk-pak.html

C-0025 王　霄峰 音楽 ≫ 弦楽器 http://www.erhulive.com/

C-0026 西本　久美子 音楽 ≫ ピアノ http://oikawa-classic.com/artist/profile/pf-nishimoto_kumiko.html

C-0027 安田　梨香 音楽 ≫ ピアノ http://kms-fukuoka.com/prof.html

C-0028 Hornist 音楽 ≫ 楽器演奏 http://www.zala-tribune.com/artist/taeko_akatuka.html

C-0029 林　智子 音楽 ≫ 弦楽器 http://www.hermannharp.com/

C-0031 わたなべ　たまみ 音楽 ≫ 管楽器 http://www.h2.dion.ne.jp/~andante/index.html

C-0032 ササマ　ユウコ 音楽 ≫ ピアノ http://bentenrecords.jimdo.com/

C-0033 今井　勉 音楽 ≫ 管楽器 http://bizen-winds.blogdehp.ne.jp/

C-0034 シルクロードの幻想　produced by 中島　伸子 音楽 ≫ 楽器演奏 http://www7b.biglobe.ne.jp/~nakajima-nobuko/

C-0035 小岩井　雅人 音楽 ≫ 歌

C-0036 樋口　敦子 音楽 ≫ ピアノ

C-0037 愛知　とし子 音楽 ≫ ピアノ http://aichitoshiko.com/

C-0038 若くないけどいいですか? 音楽 ≫ 楽器演奏 http://sites.google.com/site/wakanaika/

C-0039 千村　智子 音楽 ≫ ピアノ

C-0040 児玉　さや佳 音楽 ≫ ピアノ http://www.h6.dion.ne.jp/~aysea110/sayaka/Top.html

C-0041 佐藤　智孝 音楽 ≫ 弦楽器 http://www.geocities.jp/tomozucker/

C-0042 有吉　尚子 音楽 ≫ 管楽器 http://www.kreis.co.jp/catalog/ariyoshi_naoko.htm



C-0043 山元　香那子 音楽 ≫ ピアノ http://oikawa-classic.com/artist/profile/pf-yamamoto_kanako.html

C-0044 MAKKY 踊り・ダンス ≫ 踊り http://profile.ameba.jp/makky-0912/

C-0045 柴田　亜由美 音楽 ≫ ピアノ

C-0046 辻　崇志 音楽 ≫ 管楽器 http://cyta.jp/trumpet/s/stepup/

C-0047 伊藤　純子 音楽 ≫ 楽器演奏 http://www7b.biglobe.ne.jp/~sarukaeru/

C-0048 菊池　道人 歴史・地理 ≫ 講演 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E9%81%93%E4%BA%BA

C-0049 上野　優子 音楽 ≫ ピアノ http://yuko-ueno.com/

C-0050 西川　朝子 音楽 ≫ 歌 http://www.canto-piano.com/scuola.html

C-0051 紫蘭　まき 音楽 ≫ 楽器演奏 http://blog.shiranmaki.com/

C-0052 金管四重奏団“アンサンブル・ブラッシモ” 音楽 ≫ 管楽器

C-0053 前田　みねり 音楽 ≫ 管楽器 http://www.maedamineri.com/

C-0054 おおつき　ななえ 音楽 ≫ 歌 http://ameblo.jp/lunanana-felice/

C-0055 星　めぐみ 音楽 ≫ ピアノ http://hoshimegumi.cocolog-nifty.com/blog/

C-0056 矢作　時朗 音楽 ≫ 歌

C-0057 COMBRIO 音楽 ≫ 合唱 http://www.conbrio.me/index.html

C-0058 竹井　瑠望 音楽 ≫ ピアノ http://katy.jp/rumi-piano/

C-0059 音楽活動　石川　由佳日本舞踊　粋香　麗桃 音楽 ≫ 歌

C-0060 上原　美喜子 音楽 ≫ 弦楽器 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E5%8E%9F%E7%BE%8E%E5%96%9C%E5%AD%90http://www.kreis.co.jp/catalog/uehara_mikiko.htm

C-0061 児玉　千佳 音楽 ≫ 楽器演奏 http://cellist-chika.jimdo.com/http://pianotrio-iris.jimdo.com/

C-0062 Ramses 音楽 ≫ ギター http://blog.goo.ne.jp/ramses_2010/e/5c9fd8556b86ae9a8780b110883f884b

C-0063 いとう　けんいち 音楽 ≫ ギター http://kenichi-ito.com/

C-0064 たんぽぽ丸「組⾧:たんぽぽ＊舎弟:さとちゃん」 音楽 ≫ 弾き語り http://ameblo.jp/tanpoponeesan/

C-0065 せがわかおり 音楽 ≫ 管楽器 http://ameblo.jp/royalmilkteatosibainu/http://oikawa-classic.com/artist/profile/sax-segawa_kaori.html

C-0066 大滝　俊 音楽 ≫ ピアノ http://shunotaki.blogspot.jp/

C-0067 青山　瑠美子 音楽 ≫ ピアノ http://oikawa-classic.com/artist/profile/pf-aoyamarumiko.html

C-0068 たけばやし　まゆみ 音楽 ≫ 弦楽器 http://pianotrio-iris.jimdo.com/

C-0069 常磐津　千代太夫 音楽 ≫ 弦楽器 http://www.tontonclub.com/people/vol17/index.htmlhttp://www.tokiwazu.jp/

C-0070 畠中　海央 音楽 ≫ 声楽 https://www.miohatanaka-official.com/

C-0071 島田　ユウイチロウ 踊り・ダンス ≫ 踊り

C-0073 岩本　薫美子 音楽 ≫ 弦楽器 http://gaku25117.blog10.fc2.com/

C-0074 Oj de villager 音楽 ≫ 歌 http://www.myspace.com/1004512053

C-0075 星野　まい 音楽 ≫ 楽器演奏 http://doramarin.net/profile.html

C-0076 Natsu&Kayo 音楽 ≫ 管楽器 http://natsukayo.web.fc2.com/

C-0077 菊池　慈生 音楽 ≫ 歌 http://yoshio-k.cocolog-nifty.com/blog/

C-0078 塩谷　靖子 音楽 ≫ 歌 http://www.nobuko-soprano.jp/

C-0079 かねひら　なつか 音楽 ≫ ピアノ http://kanehiranatsuka.jimdo.com/

C-0080 住谷　かさね 音楽 ≫ 楽器演奏 http://sumiyakasane.web.fc2.com/

C-0081 松田　悠子 音楽 ≫ ピアノ

C-0082 河野　いおり 踊り・ダンス ≫ 舞踊 http://blogs.yahoo.co.jp/baile_iori_magdalena

C-0083 三上　奈々子 音楽 ≫ 管楽器

C-0084 鴇羽 音楽 ≫ 弾き語り http://prism-coach.sakura.ne.jp/

C-0085 いりえ　ようすけ 音楽 ≫ 管楽器

C-0086 大東　優佳 音楽 ≫ ピアノ



C-0087 野々垣　真理 音楽 ≫ ピアノ

C-0088 Round-P　高田　のぞみ　山岸　真由美　酒井　雅子 音楽 ≫ ピアノ http://roundpoint.exblog.jp/

C-0089 須田　直美 アート ≫ 教室

C-0090 藤間　浩菊 踊り・ダンス ≫ 舞踊

C-0091 星　みどり 音楽 ≫ ピアノ

C-0092 FLOWER DANCE TROOP 踊り・ダンス ≫ 舞踊 http://miftaah.blog15.fc2.com/

C-0093 戸田　みはる 音楽 ≫ ピアノ

C-0094 羽山　茂樹 音楽 ≫ 歌 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E5%B1%B1%E8%8C%82%E6%A8%B9

C-0095 フェザーハートミュージック 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0096 ほっこり（ほっこり） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0098 CHIZEN　鈴木里奈、BEN HAWORTH（しぜん） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0099 井口慈子（いぐちよしこ） 音楽 ≫ 歌

C-0100 ハーモニカアンサンブル・トリオさんさん（はーもにかあんさんぶる・とりおさんさん） 音楽 ≫ ハーモニカ

C-0101 ナータラック・タイ舞踊団（なーたらっくたいぶようだん） 踊り・ダンス ≫ 舞踊

C-0102 duo Chloris（フルートデュオ）（でゅおくろりす） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0103 石堂優二郎（いしどうゆうじろう） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0105 岡田恵美子（おかだえみこ） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0106 世地努（せちつとむ） アート ≫ 絵画

C-0107 プロムカルテット（ぷろむかるてっと） 音楽 ≫ 管楽器

C-0108 劇団どろんこ座（げきだんどろんこざ） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0109 RADA（らーだ） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0110 ミッフィー（みっふぃー） 音楽 ≫ 歌

C-0111 柳瀬圭吾（やなせけいご） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0112 仲田晋也（なかだしんや） 音楽 ≫ ギター

C-0113 永田健（ながたけん） 踊り・ダンス ≫ 舞踊

C-0114 古川愛（ふるかわあい） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0115 otohana（おとはな） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0116 猫沢八郎（ねこざわはちろう） アート ≫ ワークショップ

C-0117 Maria Satomi Shoji（まりあさとみしょうじ） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0118 演劇ユニット・言葉の動物（ことばのどうぶつ） 舞台 ≫ 演劇

C-0119 木村百合子（きむらゆりこ） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0120 Rosa Streichquartett（ローザ・シュトライヒクァルテット） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0121 安延佳珠子インド舞踊スタジオStudio Odissi（スタジオ・オリッシー） 踊り・ダンス ≫ 舞踊

C-0122 ずんずん 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0123 日向庵（ひなたあん） アート ≫ 書道 https://www.facebook.com/pages/%E6%97%A5%E5%90%91-%E5%BA%B5-%E3%81%B2%E3%81%AA%E3%81%9F-%E3%81%82%E3%82%93/184653965038240?ref=aymt_homepage_panel

C-0127 藤井　尚也（ふじい　なおや） 音楽 ≫ 管楽器

C-0129 tarinainanika（たりないなにか） 踊り・ダンス ≫ ダンス

C-0130 川上　拓人（かわかみ　たくと） 音楽 ≫ 弦楽器

C-0131 和ltz（わるつ） 音楽 ≫ 声楽 http://waltz2014.wix.com/waltz

C-0132 坂下　智穂（さかした　ちほ） 音楽 ≫ ピアノ

C-0133 水川　正史（みずかわ　まさし） 音楽 ≫ ギター http://flyingfinn99.wix.com/masashi-mizukawa

C-0134 西村　薫（にしむら　かおる） 音楽 ≫ 楽器演奏 http://bgataclarinette.karou.jp/

C-0135 山崎俊樹 Joy Middle Band（やまざきとしき） 音楽 ≫ 管楽器 http://www.toshiki-yamazaki.info/



C-0137 よねかな。（よねかな） 音楽 ≫ ピアノ

C-0138 横洲かおる（よこすかおる） 音楽 ≫ 歌 http://www.k-yokosu.com/

C-0139 アンサンブル　アペルト（あんさんぶる　あぺると） 音楽 ≫ 管楽器

C-0140 ソローロ（そろーろ） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0141 あまね伶（あまねれい） 音楽 ≫ 楽器演奏 https://www.youtube.com/user/Liraxtime

C-0142 池田なみ（いけだなみ） 音楽 ≫ 歌 http://ameblo.jp/try36524/

C-0143 Chemin de Neige（シュマン・ドゥ・ネイジュ） 音楽 ≫ ピアノ http://chemin-de-neige.com/

C-0144 川崎　芳江（かわさき　ふさえ） 音楽 ≫ 管楽器 http://regasu-shinjuku-jinzai.jp/user_top/ameblo.jp/fusae925

C-0145 松尾　綾織（まつお　つむぎ） 音楽 ≫ 管楽器

C-0146 荒木玉緒（アラキタマオ） 音楽 ≫ 管楽器 http://regasu-shinjuku-jinzai.jp/user_top/www.vividbrass.jp

C-0147 蓮（Ren）（れん） 音楽 ≫ 歌 http://ladyrenren18.wixsite.com/site

C-0148 アーティストグループ「musia」（アーティストグループ「musia」） 音楽 ≫ 歌 http://www.musia.link/

C-0149 月天心（つきてんしん） 舞台 ≫ ワークショップ http://regasu-shinjuku-jinzai.jp/user_top/office.tsukitenshin@gmail.com

C-0150 ♭なかじ♯（なかじ） 音楽 ≫ ピアノ

C-0151 寺澤ひろみ（てらさわひろみ） 音楽 ≫ ハーモニカ http://www.terasawahiromi.com/

C-0152 兵頭佐和子（ひょうどうさわこ） 音楽 ≫ ピアノ http://sawakohyodo.com/

C-0154 椿繐（チュネ） 音楽 ≫ 弦楽器 http://chune-erhu.net/

C-0155 木藤良　朝子（きとら　ともこ） 音楽 ≫ 管楽器 https://www.facebook.com/tomoko.kitora

C-0156 民謡:吾妻栄継　詩吟:小倉喜岳 音楽 ≫ 声楽

C-0157 二束花ゆり（ふたば ゆり） 音楽 ≫ 歌 https://ameblo.jp/lilyseriyuri/

C-0158 稗田遼子（ひえたりょうこ） 音楽 ≫ 講演 http://kataribito.com/

C-0159 Pierrot Muse（ぴえろっと　みゅーず） 音楽 ≫ ギター http://h-flutr.jp/

C-0160 サイトーヨーダ（さいとーよーだ） 音楽 ≫ ギター https://3110yoda.jimdo.com/

C-0161 梅若　清瑛（うめわか　きよひで） 音楽 ≫ 楽器演奏

C-0162 千田桂大（ちだけいた） 音楽 ≫ ピアノ https://chidasieck.com/

C-0163 Professor Wasabi（プロフェッサー(プロフェソール)ワサビ） 音楽 ≫ ギター、ハーモニカ https://drive.google.com/file/d/1IuzgtJQNuIlXyOpNiJO25Ooa-LXHyQ95/view?usp=sharing

C-0164 吉田龍毅（よしだりゅうき） 音楽 ≫ 歌

C-0165 イワタユウシ（いわたゆうし） 音楽 ≫ ギター https://surgedrv.net/

C-0166 尼理　愛子（あまり　あいこ） 音楽 ≫ 弦楽器 https://pink.ap.teacup.com/hi-carl/

C-0167 吉田 有希（よしだ ゆうき） 音楽 ≫ 管楽器

C-0168 Ensemble LEBEN（アンサンブルレーベン） 音楽 ≫ 管楽器 http://www.leben2006.com/

C-0169 佐野亜利亜（さのありあ） 音楽 ≫ 歌 http://ariajazz.sblo.jp/

C-0170 獅子道（ししどう） 音楽 ≫ 楽器演奏 https://www.tsugarushamisen.co.jp/

C-0171 ガンビ魁士（がんびかいし） 舞台 ≫ イベント

C-0172 森 大輔 (もり だいすけ) 音楽 ≫ ピアノ https://www.youtube.com/user/DugongManatee726

C-0173 木管五重奏キテキテクインテット 音楽 ≫ 管楽器 http://blog.livedoor.jp/kitekitequintet/

C-0174 Maysico（メイシコ） 音楽 ≫ 管楽器 https://areiamusic.com

C-0175 津軽三味線 チーム貢林 音楽 ≫ 弦楽器 http://shamisen5.wixsite.com/otohuku

C-0176 津田真人 音楽 ≫ 管楽器 https://www.masahitotsuda.com

C-0177 伊藤万桜（いとうまお） 音楽 ≫ 弦楽器 https://maoito.info

C-0178 原口沙矢架（はらぐちさやか） 音楽 ≫ ピアノ https://sayakasan.com

C-0179 岡島寿幸（おかじまとしゆき） 音楽 ≫ ギター弾語り、J-POP https://youtu.be/OFRmvHYeTt4

C-0180 ハープ奏者　青山 恵 音楽 ≫ ハープ https://www.luciaharp.com/



C-0181 加藤小百合 音楽 ≫ 弦楽器 https://bienen2007.jimdofree.com


