
PV化（byらぶデス）sm1202596  10/4→sm1242485 10/9
タイムリミット sm1181641 10/1→sm1241072  10 /9

武道館ライブ風PV sm1159062 9/28
この想い伝えたくて sm1140952 9 /25

ピンキーっぽい　sm1219747 10/7

ショートPV風 s m1197979 10 /3

口パクを合わせてみた s m1167816 9/29

Pac kaged　sm1136355   9/25

映像をつけてみた s m1198599  10 /4

フルコーラス版 sm1198087 10/3

一枚絵を動かす sm1128721 9 /24

あなたの歌姫PV化　sm1103446 9/21

動画をつけてみた s m1141043   9 /25

3D化 s m1103446  9/21

PV 

武道館 s m1157820  9/28

あなたの歌姫 sm1085336  9/18

10/1 sm1179626  焼き芋

9 /29   sm1162801  蛍の光

面白いアレンジ

sm1153048 ねぎを喰う 9 /27

sm1145801  おっぱい 9 /26

sm1142194　扇風機に向かって話す 9 /25

ｓｍ1019797　右から左へ　9/9

sm990152 お経 9/8

一発芸をさせてみた

アイマスコラボ「リツコプロ入社」 s m1149954  9/27
オリジナルストーリー

ノベルゲー sm1246096 10/10

最終章♪s ing l ike  fa rewe l l♪ sm1169742  9/29

初音ミクXRETED sm1167719 9 /29

Packagedをゲーム化 sm1159869  9/28

えろげ風オリジナル曲  ｓｍ1155685　9 /27

らぶデス系 sm1212479 10/6 sm1228698  10 /8

えろげ風オープニング

つよきすのミク版　sm1141929  9/25

ゲームにしてみた

タイ人参戦  sm1199007 10/4

台湾人参戦 sm1128737 9/24

国際化してみた

sm1215191　DS版 10/6

sm1216834 10/6  オルゴール

sm1178828 9/30 ワイパー

sm1140052 9 /25  メトロロームへ
sm1137827  9/25　改良

  s m1122467 ネギ回し 9/23

sm1150195「たまにはフィギア」9/27

sm1150040「ガンプラアニメ」 9/27

ｓｍ1124355「紙粘土で作ってみた」9/23

sm1114000  粘土　9/22

sm1088759　「モデラー」 9/18

作ってみた

10 /2 sm1191959 ループ版
9/30 sm1171830アルゴリズム行進

ネットで大ヒットのあのキャラとのコラボ s m1167936 9/29

バース s m1178492 9 /30  応援歌

ミクとセッション（ウクレレ）sm1143538 9/26

ｓｍ1139226　9/25 軍歌

ｓｍ967096  「はばたこう明日へ」9 /2
合唱曲

sm1132783 9/24
sm982871 9/4

ボイスパーカッション

sm976493  9/5
国歌2 .0系

君が代 sm1011835  9/8

国歌 

広東語 ｓｍ1136102 9/25

ヘブライ語 sm1117217 9/22

台湾語 sm1104706 9/21

ドイツ語 sm1097370 9/20

ヒンデゥー語 s m1094778　9/19

ロシア語 sm1090824 9/19

英語　sm971485  9/2

韓国語 sm1128304 「チャングム」 9/24

sm976493「ポロロッカ」
フィンランド語

外国語
各国民謡

ｓｍ1028304 9 /9
シャンソン

sm993448 9 /8
クラシック

sm1098127 9 /20
校歌 

s m1111374  9/22 地方の民謡シリーズ

sm1162727 9/29 市民の歌

地方局

sm1061307　ヤマダ 9/15
電器店CM

ｓｍ968442「チェルシー」9 /2
CM曲

CMパロディ

CM 

ニートのテーゼ  sm1009495 9 /8

エアーマン sm972961 9 /2

替え歌

sm1096900 9/20

sm1067199　9/16

ドラマ＆番組オープニング

sm1128739「動かしてみた」9/24
ｓｍ965862「初音のアクエリオン」9 /1

アニメオープニング・エンディング

sm1046768  「三十路岬」 9 /12
演歌 

s m1163743  9/29 ナツメロ
JPOP～ナツメロまで

歌わせてみた

   
sm1107972  9 /21  サンプリングCDとの比較

 10 /9 sm1239983  3DCG講座

sm1076106 9 /17
   

sm1091502　9/19　作成過程

技術研究動画

sm966731　9/2
合唱 

s m966607 9/2  VOCALOID1との対比

sm981909 9/4
中の人との対比

x 68000 sm1170235 9 /30

東芝ダイナ sm1171655 9 /29

pc 6001MK2 sm1059599 9 /15

sm1027551  9/9

富士通 sm1026745  9/9

他の音声合成ソフトとの競作

調べた

研究してみた

sm1051497「最終まとめ」9/13

sm977517「スネていません」9 /3

sm974991「スネています」9 /3

来ない/来たシリーズ

sm985395「我は萌えに屈せず」9/4

ミクとデュエットsm1085162「希少価値」9 /18

逆クマsm1051976「ぼくはくま」9 /13

クマ歌シリーズ

ネタにした

フタエのクラッシャー sm1172735  9/30
sm1041093 9 /12（元ネタ2007/08）

フタエのキワミ

たび・ぱん sm1225762 10/7
sm1103320  9/21(元ネタ2007/01)

キーボードクラッシャー

sm961620 9 /1（元ネタ2007/03）
アイマス

sm1108124  9/21（元ネタ2007 /06）
組曲 

ニコ動定番

VOCALOID2予想 sm1164092　9/29

複数の描いてみたを4分割で sm1158556 9 /28

アスキーアートアニメ ｓｍ1149778　9 /27

sm1074803 9/17
sm1069457   9 /16

占いへ

sm1120073 9 /23
切り絵 

sm1082625　9/17　以下5台
FORZA2

sm1069433 9 /16以下多数
デスクトップに初音ミク

ドット絵で躍る　sm1163152　9/29
sm1060996 9/19

ドット絵

エロゲ風 s m1113918 9 /22

ｓｍ1121675「武道館ライブを描いてみた」9/23

sm1077399「可愛いので描いてみた」9 /17
録音シーン

ｓｍ1030476 「ネギふらせてみた」9/10
ネギ持っているやつ（アホな子？）

sm1022810「おっさんがラクガキしてみた」9/9
イラスト

しゃべらせた sm1235074 10/8

   
背景を替えてデスクトップミクとコラボ sm1192994 10/3

曲を合わせた sm1189996 10/2

らぶデス s m1168189 9 /29→sm1186765  10 /2

ふたゆえ　sm1164283　9/29

アニマス s m1164020　9/29

セカンドライフ進出 s m1156757  9/28

トランス追加 s m1219148  10 /8→sm1231550 10/8
6角大王 s m1200230  10 /4

sm1140711  さらに増やした 9/25
 増やした sm1136630 9 /25

エキプロ  sm1123382 9 /23

sm1104940　9/21
ポートレート

sm1120123 9 /23

sm1058796 9 /15

ラクガキ天国

ステージ付きsm1243317 10/10
ごまえ sm1226602 10/8

涙目P食玩ミク s m1172698 9 /30

楽曲pack agedと合体sm1144280　9/26
sm1108954 3d_002  この時点では神！ 9 /21

ごまえ　sm1207625 10/5
Gibs on氏 s m1086353 9/18

踊らせた

涙目P sm1072599 9/16

Gibs ons氏 s m1062419 9 /15

3D化最初 sm1031612 9/10

モデリング過程

3D化計画

描いてみた

New Album用CM sm1204404 10 /5

既成事実 1172294  9/27

サトウを調教 s m1172403  9/30

ファミコン音源化 s m1157847  9/28

アイマス振り付け s m1154801　9 /27

替え歌 　sm1142095　9 /25

3D風　sm1142379  9/25

みっくみくPV化　sm1109723

アニマスで口パク(3D)　sm1164020　9/29

3DPV

逆に人間が歌う sm1118883 9 /23

sm1129674「モーションシンク～リップシンク」9 /24
sm1128578「武道館シーン」9/24

格闘シーン　sm1129123

STEPMAN sm1114829 9 /22

sm1162716 「手書きで躍る」9 /29

sm1154506　9/27

sm1149081 イラスト活用9/26

sm1140372「初音が踊る」9 /25

sm1127296「嬉しそうです」9/24

sm1127165「絵をつけた」9 /24

紙芝居風PV

みくみくにしてあげる s m1097445  9/20

同作者2曲目 「記憶」sm1202830  10/4

PV化 sm1178977 9/30

仕方ないよね sm1072944  9/16

同作者他作品 sm1142881   sm1235385

sm1134281「PVを出したよ」9/24
PV 

口パク化 sm1084861  9/18

恋するVoc@loi d sm1049371  9/13

同作者他作品 sm1108412 sm1178919

その２ sm1172294(最新版 9 /30）

WLβ sm1178869（完成版 10/1）

PV化

Whi te Lette r sm1028001  9/9

作詞・作曲してみた

オープニング２ sm1224697 10/7

オープニング sm1147804  9/26

絵コンテ sm1243955 10/10

ストーリ案 s m1217177 10/6

ロボットアニメ風オープニング sm1164636　9/29

妄想を描いてみた s m1138096　9 /25

アニメ化を妄想  sm1113537　9/22

アニメ化してみたい

sm1167540  9/29 告白させてみた

sm1150857 「法華経」9 /27
sm990152「般若心境」 9/5

お経 

sm1151182 9/27 DTM悲哀ぼやき

sm1091347 9 /19
あいさつ

ｓｍ983186「弟切草」
ゲームシナリオ

sm1019308  9/8
早口言葉

sm1126362  9/23
ドラマアテレコ

しゃべらせてみた

9/2  sm972056から多数
ゲームBGM＆テーマ曲

9 /1 sm959032から多数
電車シリーズ

再現してみた

初音ミク


