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MEDIA DATA BANK 株式会社プランテック

２０１５年度 年間ラジオ エアプレイチャート発表！！
～ 全国ラジオ局の楽曲オンエア回数から見る本年の音楽シーンとヒット曲 ～
～ 関東民放5局のテレビ番組・CMにおけるオンエア楽曲を集計 ～
平成 27年12月21日

全国のラジオ、テレビのメタデータの生成・加工・編集事業、ビルボード日本公式サイト
「Billboard-Japan.com」、CM情報サイト「CMソングサーチ」を運営する株式会社プランテック（代表
取締役 ： 三澤 博）は、2015年度におけるラジオ・エアプレイチャート、および関東民放5局におけるテレビ番
組・CMで露出した楽曲ランキングを下記のとおり発表致します。

▼全国FM/AMラジオ・エアプレイチャート

～全国32ＦＭ・ＡＭ局を対象にオンエア曲を集計

《総合》
1位 3109point アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ／マーク・ロンソン
（ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル）
2位 2947point アイ・リアリー・ライク・ユー／カーリー・レイ・ジェプセン
（ユニバーサル・インターナショナル）
3位 2527point ステイ・ウィズ・ミー～そばにいてほしい／サム・スミス
（ユニバーサル・インターナショナル）
4位 2151point シャット・アップ・アンド・ダンス／ウォーク・ザ・ムーン
（ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル）
5位 2089point オール・アバウト・ザット・ベース～わたしのぽちゃティブ宣言！／メーガン・トレイナー
（ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル）
6位 2035point サマータイムラブ／Ｓｈｉｇｇｙ Ｊｒ．
（ユニバーサル・シグマ）
7位 1804point シェイク・イット・オフ～気にしてなんかいられないっ!!／テイラー・スウィフト
（ユニバーサル・インターナショナル）
8位 1768point アロエ／サザンオールスターズ
（ビクターエンタテインメント）
9位 1744point ゴーン、ゴーン、ゴーン～ずっと君のために／フィリップ・フィリップス
（ユニバーサル・インターナショナル）
10位 1707point 新宝島／サカナクション
（ビクターエンタテインメント）

《邦楽》
1位 2035point サマータイムラブ／Ｓｈｉｇｇｙ Ｊｒ．

（ユニバーサル・シグマ）

2位 1768point アロエ／サザンオールスターズ

（ビクターエンタテインメント）

3位 1707point 新宝島／サカナクション

（ビクターエンタテインメント）

4位 1527point ＳＵＮ／星野 源

（ビクターエンタテインメント）

5位 1331point Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ／Ｓｕｐｅｒｆｌｙ

（ワーナーミュージック・ジャパン）

6位 1317point Ｄｒａｇｏｎ Ｎｉｇｈｔ／ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ

（トイズファクトリー）

7位 1283point 私以外私じゃないの／ゲスの極み乙女。

（ワーナーミュージック・ジャパン）

8位 1221point 君がくれた夏／家入 レオ

（ビクターエンタテインメント）

9位 1163point あなたに恋をしてみました／ｃｈａｙ

（ワーナーミュージック・ジャパン）

10位 1128point 夏の罪／花岡 なつみ

（ビクターエンタテインメント）

《洋楽》
1位 3109point アップタウン・ファンク feat.ブルーノ・マーズ／マーク・ロンソン

（ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル）

2位 2947point アイ・リアリー・ライク・ユー／カーリー・レイ・ジェプセン

（ユニバーサル・インターナショナル）

3位 2527point ステイ・ウィズ・ミー～そばにいてほしい／サム・スミス

（ユニバーサル・インターナショナル）

4位 2151point シャット・アップ・アンド・ダンス／ウォーク・ザ・ムーン

（ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル）

5位 2089point オール・アバウト・ザット・ベース～わたしのぽちゃティブ宣言！／メーガン・トレイナー
（ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル）
6位 1804point シェイク・イット・オフ～気にしてなんかいられないっ!!／テイラー・スウィフト

（ユニバーサル・インターナショナル）

7位 1744point ゴーン、ゴーン、ゴーン～ずっと君のために／フィリップ・フィリップス

（ユニバーサル・インターナショナル）

8位 1615point ハッピー／ファレル・ウィリアムス

（ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル）

9位 1598point シュガー／マルーン５

（ユニバーサル・インターナショナル）

10位 1535point ラップド・アップ feat.トラヴィー・マッコイ／オリー・マーズ

（ソニー・ミュージックジャパンインターナショナル

▼CMソングランキングTOP20

～テレビCMのオンエア回数を集計

1位 ： 黒い炎／チェイス（唄 ： 不明）

【NTTドコモ ： DCMX/ずっとドコモ割/家族まとめて割 ほか】

2位 ： あし笛の踊り「くるみ割り人形」より／ホワイトオーケストラ

【ソフトバンク ： スマート値引き//家族の学割25/企業】

3位 ： WOW WAR TONIGHT～時には起こせよムーヴメント／Ｈ Ｊｕｎｇｌｅ ｗｉｔｈ ｔ（唄 ： 不明）
【マシーンゾーン ： ゲームオブウォー】
4位 ： メモリー／－「キャッツ」より－

【ソフトバンク ： 家族の学割25】

5位 ： 何度でも花が咲くように私を生きよう／福山 雅治

【資生堂 ： TSUBAKI/エクストラモイスト/ボリュームタッチ】

6位 ： デイ・ドリーム・ビリーバー／タイマーズ

【セブンイレブン ： セブンカフェドーナツ/チルド弁当 ほか】

7位 ： パパはマンボがお好き／ペリー・コモ（唄 ： 不明）

【スズキ ： ハスラー J STYLE】

8位 ： ブラジル／アリー・バローゾ（唄 ： 不明）

【サントリー ： ザ・プレミアム・モルツ ほか】

9位 ： Ｌａ Ｌａ，Ｓｍｉｌｅ／平松 愛理

【ネスレ日本 ： ネスカフェ ゴールドブレンド ほか】

10位 ： ビタースウィート・サンバ／ハーブ・アルパート＆ティファナ・ブラス（唄 ： 不明）

【サントリー ： 金麦】

11位 ： ハイホー／フランク・チャーチル（唄 ： 不明）

【日本コカコーラ ： からだすこやか茶 350m加温PET ほか】

12位 ： 攻めていこーぜ！／斉藤 和義

【ハウス食品 ： ウコンの力】

13位 ： 愛を叫べ／嵐

【リクルートマーケティングパートナーズ ： ゼクシィ】

14位 ： ｗｉｎｄｏｗ／ａｓｏｂｉｕｓ

【日本コカコーラ ： いろはす】

15位 ： マイステージ／いきものがかり

【JRA ： エリザベス女王杯/ジャパンカップ ほか】

16位 ： 第三の男／アントン・カラス（唄 ： 不明）

【サッポロビール ： YEBISU ほか】

17位 ： Ｓｈａｋｅ Ｂｏｄｙ！！／Ｋｉｓ－Ｍｙ－Ｆｔ２

【コーワ ： ウナコーワ 虫よけ当番 ほか】

18位 ： ムーン・リバー／オードリー・ヘップバーン

【ソフトバンク ： スマート値引き/企業】

19位 ： プリーズ・プリーズ・ミー／ザ・ビートルズ（唄 ： 不明）

【ホンダ ： N BOX/N BOX Custom/N BOX+/Nシリーズ】

20位 ： Ｓｐｅｃｉａｌ ｄａｙ／大原 櫻子

【コロプラ ： 白猫プロジェクト】

※曲名／アーティスト名 【広告主 ： 商品名】

CM情報サイト『CMソングサーチ』 http ： //www.hotexpress.co.jp/cmsong/

※「ドラマ出演者のファッション情報」、「番組内で紹介されたコスメ・商品・グルメ情報」、「タレントはみ出し情報」
など、その他"テレビで取り上げられたエンタメ・TVメタ情報"のお問い合わせは株式会社プランテック まで。

▼TVミュージックビデオ・ランキング

～音楽・情報番組等でオンエアされたMV（ミュージックビデオ）を集計

1位 ： Ｒ．Ｙ．Ｕ．Ｓ．Ｅ．Ｉ．／三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE
2位 ： あったかいんだからぁ♪／クマムシ
3位 ： Ｄｒａｇｏｎ Ｎｉｇｈｔ／ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ
4位 ： トリセツ／西野 カナ
5位 ： もしも運命の人がいるのなら／西野 カナ
6位 ： Ｄａｒｌｉｎｇ／西野 カナ
7位 ： あなたに恋をしてみました／ｃｈａｙ
8位 ： Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ／シェネル
8位 ： Ｓｕｍｍｅｒ Ｍａｄｎｅｓｓ／三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE
10位 ： 君がくれた夏／家入 レオ

11位 ： シェイク・イット・オフ～気にしてなんかいられないっ!!／テイラー・スウィフト
12位 ： Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ／Ｓｕｐｅｒｆｌｙ
13位 ： 僕たちは戦わない／ＡＫＢ４８
14位 ： シュガーソングとビターステップ／UNISON SQUARE GARDEN
14位 ： Ｓａｋｕｒａ／嵐
16位 ： 夜空。 feat.ハジ→／ｍｉｗａ
17位 ： ヒロイン／ｂａｃｋ ｎｕｍｂｅｒ
17位 ： 愛唄～ｓｉｎｃｅ ２００７～／ｗｈｉｔｅｅｅｅｎ
19位 ： ハロウィン・ナイト／ＡＫＢ４８
20位 ： 有頂天／Ｂ'ｚ

※各チャートの詳細をご希望の方は、または転載をご要望の方はお手数ですが当社担当までご一報ください。

====【
【 プランテック事業概要 】================================================================
プランテックは放送メディアのオンエアを実視聴することにより「音楽」、「芸能」をはじめとしたエンターテインメントに関
するメタデータを中心に収集・加工・編集し、レコード会社、プロダクション、コンテンツプロバイダさま等へ向けコンテン
ツ／データベースの販売・提供を行っております。
■所在地 ： 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本2-17-21 http ： //www.hotexpress.co.jp/plantech/
■運営サイト ： 音楽情報サイト「Billboard-Japan.com」 http ： //www.billboard-japan.com
： CM情報サイト「CMソングサーチ」 http ： //www.hotexpress.co.jp/cmsong
※本件、並びにプランテックの事業に関するお問合せはメディアマーケティンググループまでお願い致します。
TEL ： 042-774-1466 MAIL ： monitor@plantech-mdb.com

