
上原 潤之助 [ 三味線 ( 場合により「江戸三味線」 と表記) ] プロフィール  
（＊アレンジはお任せ致します） 
 
 
 基本文章  
 
民謡・端唄・長唄・津軽・義太夫・沖縄・現代曲 他、細分化された三味線界において、太棹・中
棹・細棹・三線など、あらゆる三味線を自在に操るマルチ三味線プレーヤー。 
現在は、ライフワークとする「子どものための和楽器コンサート」、街の三味線教室「福之会」ほ
か、ＴＶ・ラジオ出演、スタジオワーク、書籍執筆など、また純邦楽界にとどまらず、現代音楽・ポ
ップス・演歌・ジャズ・クラシックまで、幅広い分野で演奏活動を展開している。これまでに、オー
ケストラや様々な民族楽器とも共演。 
音楽企画・制作 Studio J's Sounds 代表。街の三味線教室「福之会」主宰。洗足学園音楽大学講師。 
http://jssounds.jimdo.com 
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 オプション素材  
 
～T V・映画 ほか～ 
 
オンラインゲーム「原神(げんしん)」（miHoYo [HOYO-MiX]）の音楽制作に参加（江戸三味線演奏
を担当） 
NHK-TV「うたコン」（石川さゆり「さのさ」を演奏） 
NHK-TV「うたコン」（市川由紀乃・三山ひろし・山内恵介「チャンチキおけさ」「大利根無情」を
演奏） 
NHK-TV「名曲アルバム」 
NHK-TV「いろはに邦楽」「民謡魂～ふるさとの唄～」 
NHK-BS「新・BS日本のうた」（石川さゆり「さのさ」、天童よしみ「王将一代 小春しぐれ」、島
津亜矢「お七」を演奏） 
NHK-BS プレミアム「石川さゆり  50 周年記念リサイタル」 
NHK WORLD TV「Blends」(エリック・クラプトン Eric Clapton「Change The World 」を演奏) 
NHK-教育 TV「はじめよう英会話」のテーマ曲演奏・実技指導 
TBS「第 59回 輝く！日本レコード大賞」（氷川きよし「男の絶唱(優秀作品賞)」を演奏） 
TBS「第 62回 輝く！日本レコード大賞」（福田こうへい「筑波の寛太郎(最優秀歌唱賞)」を演奏） 
TBS「水曜日のダウンタウン」 
フジテレビ「ミュージックフェア」（天童よしみ「車屋さん」を演奏） 
フジテレビ「ミュージックフェア」（森山良子・DA PUMP ISSA・Chuning Candy「涙そうそう～
海の声」を演奏） 
フジテレビ「FNS歌謡祭 2022 夏」（DA PUMP ISSA × 満島真之介「花～すべての人の心に花を
～」を演奏） 
フジテレビ「第４４回新春かくし芸大会 2007」 
BS 日テレ「THE 歌謡祭 2017」「新・３人の歌仲間」 
氷川きよし「スペシャルコンサート 2016」～きよしこの夜 Vol.16～ にて三味線を担当 
氷川きよし「特別公演 in 明治座」にて公演音源に参加 [ 2017 年 6月 2日(金)～30 日(金)] 
AKB48「49th シングル  選抜総選挙」にて三味線を指導 [ 2017 年 6月 17 日(土) at  沖縄・豊崎海
浜公園  豊崎美ら SUNビーチ] 
EXILE  ATSUSHI CD「TRADITIONAL  BEST (2019 年) 」（rhythm zone）の三線を担当 
石川さゆり CD「しあわせに・なりたいね」（テイチクレコード）の三味線を担当 
石川さゆり CD「粋～Iki～」（テイチクレコード）の三味線を担当 
石川さゆり CD「2016 年全曲集」（テイチクレコード）の三味線を担当 



石川さゆり CD「石川さゆり 45 周年記念CDボックス DVD付」（テイチクレコード）の三味線を
担当 
石川さゆり CD「X-CrossⅢ-」（テイチクレコード）の三味線を担当 
松平健   CD「マツケンのAWA踊り」（GENEON）の三味線を担当 
劇団四季「SONG＆DANCE The Spirit」にて三味線を指導 
月刊女性誌「GRACE」2008 年 2 月号「きもの連載～小紋センス十二カ月」コーナーにて、相田翔子
に撮影指導。 
「 D-BOYS STAGE vol.3 鴉～KARASU～10 」にて民謡歌唱指導 
石川さゆり 50 周年記念リサイタル「心おもむくままに」の三味線を担当 
市川由紀乃 リサイタル 2022「ソノサキノユキノ」の三味線を担当 
国立劇場「邦楽器で奏でるシャンソン・カンツォーネ」の三味線を担当 
小唄 長生派「創立八十周年記念演奏会」にてステージ演出を担当 
「飛鳥」「飛鳥２」「パシフィックビーナス」他、クルーズ客船にゲストエンターティナーとして出
演 
映画「祝の島」(纐纈あや 監督)のサウンドトラックを担当 
 
 
～RADIO ほか～ 
 
NHK「FMシアター」「邦楽百番」「邦楽ジョッキー」「邦楽のひととき」「日本の民謡」「民謡を
たずねて」「吉木りさのタミウタ」「駒井蓮のニポミン！」 
J-WAVE「ASIENCE SPIRIT OF ASIA」「RENDEZ-VOUS」「GOOD NEIGHBORS」「TOKYO 
MORNING RADIO」 
東京 FM「赤坂泰彦のディアフレンズ」 
東京 FM・FM大阪「サウンド・シャッフル」 
inter fm「OH! HAPPY  MORNING」「World Music Cruise」 
FM横浜「Lovely Day♡」 
文化放送「吉田照美 ソコダイジナトコ」「センパツ！」「くにまるジャパン」 
TBS ラジオ「大沢悠里のゆうゆうワイド」 
TBS ラジオ「山中 秀樹 時泥棒」タイトルコール・テーマ曲演奏 
FM江戸川「あしたへ…笑顔・りんりん」 
かつしか FM「正田麻盛のいろはに民謡」「麻生みどりのいろはに民謡」 
FM京都（α-STATION）「 Sunnyside Balcony」 
KBS 京都「森谷威夫のお世話になります!!」 
「ANA SKY CHANNEL」「JAL ENTERTANMENT NETWORK GUIDE」掲載・機内にて放送 
FM眉山「Jeudi-huit」 
 
 
～新聞 ほか～ 
 
「読売新聞」「朝日新聞」「東京新聞」「日本経済新聞」「上毛新聞」「THE NIKKEI WEEKLY」
「デイリー読売」「京都新聞」「紀南新聞」「福島民友」「しんぶん赤旗 日曜版」 
「ミュージック・マガジン」「レコード・コレクターズ」タワーレコード「イントキシケイト」掲載 
ロハスピープルのための快適生活マガジン「ソトコト」掲載 
結婚準備から新生活までの総合情報誌「ゼクシィー」におすすめ～ウェディングBGMとして掲載 
国際交流サービス協会 国際交流ニュース「IHCSA」掲載 
(公財)日本青少年文化センター 広報誌「青少年劇場を応援する会」2016  vol.10.11 出演者の声 掲
載 
音楽之友社「教育音楽  中学・高校版 2017 年 8月号」（教員向け音楽情報誌）の特集 "授業に使え
る! お役立ちソフト 25選" に、オススメCD（授業•ワークショップ•講習会用）として、三糸ユニッ
ト 三糸「流 NAGARE」が紹介される 



(公財)日本青少年文化センター 広報誌「青少年劇場を応援する会」2017 夏号  vol.14 トップメッ
セージ掲載 
 
 
～書 籍～ 
 
「和楽器にチャレンジ」共著（汐文社） 
「やさしく学べる三味線教本」共著（汐文社） 
「上妻宏光 津軽三味線 永遠の詩」ミュージックスコアディレクト（ドレミ楽譜出版社） 
「沖縄三線で弾く 島唄 弾き語りベスト 20 vol.3」三線 TAB・工工四アレンジ（ドレミ楽譜出版
社） 
「三線で聴きたい弾きたい J-POP BEST15」採譜（ドレミ楽譜出版社） 
「CDで覚える 沖縄三線ソロ曲集」アレンジ・演奏（ドレミ楽譜出版社） 
「沖縄三線で奏でる スタジオジブリ作品集」アレンジ・参考音源演奏（ドレミ楽譜出版社） 
「相田翔子の きもの 修業」制作協力（世界文化社） 
「三味線・唄 ～端唄・俗曲 弾き唄いへの挑戦～」制作協力（吉田武夫・高木書房） 
「邦楽ジャーナル」にて " 上原潤之助の三味線が好きになる術 " 連載を担当（2014 年 3月～2018
年 12 月） 
 
 
～C D・配信～ 
 
♪ゲーム 
原神 「寂々たる無妄の国 (Original Game Soundtrack)」（miHoYo [HOYO-MiX]） 
 
♪ J-POP・演歌・World・オリジナル 
EXILE  ATSUSHI 「TRADITIONAL  BEST 」（rhythm zone） 
石川さゆり 「2016 年全曲集」（テイチクレコード） 
石川さゆり 「石川さゆり 45 周年記念CDボックス DVD付」（テイチクレコード） 
石川さゆり 「X-CrossⅢ-」（テイチクレコード） 
石川さゆり 「粋～Iki～」（テイチクレコード） 
石川さゆり 「しあわせに・なりたいね」（テイチクレコード） 
松平 健 「マツケンのAWA踊り」（ジェネオンエンターテイメント株式会社） 
アイドルマスター「THE IDOLM@MASTER ARTIST 4  05 我那覇 響」（日本コロムビア） 
アカシアオルケスタ 「ヒョウリイッタイ」（株式会社 オーマガトキ） 
Sawachi Mio 「ha-u-ta」（日本コロムビア 株式会社） 
和楽アンサンブル 「和カフェ～和楽器による春の歌～」（リスペクトレコード） 
和楽アンサンブル 「和カフェ～和楽器による夏の歌～」（リスペクトレコード） 
L'arlequin アルルカン 「航海の軌跡」（沢井ガリバルディー慶太・L'arlequin） 
L'arlequin アルルカン 「創造紀行」（沢井ガリバルディー慶太・L'arlequin） 
L'arlequin アルルカン 「夢幻一夜伝」（沢井ガリバルディー慶太・L'arlequin） 
五代目 天中軒雲月「郡上音頭・浪曲 郡上宝暦義民伝」（キングレコード） 
 
♪ 民謡・端唄・小唄・長唄・現代曲・オリジナル・その他 
三糸 SANSHI 「流 NAGARE」(Northern Lights Records) 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ (シングル)」（長良プロダクション、キングレコード） 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ」（長良プロダクション、キングレコード） 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ II」（長良プロダクション、キングレコード） 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ III」（長良プロダクション、キングレコード） 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ IV」（長良プロダクション、キングレコード） 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ  キラリ☆夢音頭 (民謡盤)」（長良プロダクション、ソルブレイド） 



民謡ガールズ 「民謡ガールズ  キラリ☆夢音頭 (ガールズ盤)」（長良プロダクション、ソルブレイ
ド） 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ  ミライ (みんがる盤)」（長良プロダクション、ソルブレイド） 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ  ミライ (民謡盤)」（長良プロダクション、ソルブレイド） 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ  ミライ (ガールズ盤)」（長良プロダクション、ソルブレイド） 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ  ハッピーデイズ!!! (初回限定盤)」（長良プロダクション、ソルブレ
イド） 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ  ハッピーデイズ!!! (民謡盤)」（長良プロダクション、ソルブレイ
ド） 
民謡ガールズ 「民謡ガールズ  ハッピーデイズ!!! (ガールズ盤)」（長良プロダクション、ソルブレ
イド） 
WAWAWA（旧 民謡ガールズ） 「百花繚乱ココロモヨウ (初回限定盤)」（長良プロダクション、
ソルブレイド） 
WAWAWA（旧 民謡ガールズ） 「百花繚乱ココロモヨウ (通常盤A)」（長良プロダクション、ソ
ルブレイド） 
WAWAWA（旧 民謡ガールズ） 「百花繚乱ココロモヨウ (通常盤 B)」（長良プロダクション、ソ
ルブレイド） 
根本 美希 「民謡プレミアム」（キングレコード） 
湊由香里・饒辺愛子「堀江盆唄・かりゆし糸満」（キングレコード）  
坂崎守寛・谷島明世「やっぺ踊り・川口小唄」（キングレコード） 
森永 基木 「 KURODA-BUSHI ひのくに夢幻」（MORINAGA MOTOKI） 
上原潤之助、米谷和修、梅屋喜三郎「初春～和楽器が奏でる、おめでたい調べ決定盤～」（リスペク
トレコード） 
「京都 音のおみやげ 決定盤 ～和楽器による京の調べ、日本の調べ～」（リスペクトレコード） 
蔵 花世 「遊びをせんとや」（Studio J's Sounds） 
根岸 悦子 「端唄  V」（財団法人 日本伝統文化振興財団・ビクターエンタテインメント株式会
社）  
春日 とよ浜栄実 「恋つづり」（Studio J's Sounds） 
山本 ゆきの 「お座敷唄 １」（Studio J's Sounds） 
山本 ゆきの 「お座敷唄 ２」（Studio J's Sounds） 
山本 ゆきの 「滴」(Northern Lights Records) 
山本 ゆきの 「さち」(Northern Lights Records) 
望月 晴美 「囃子の音魂」(Northern Lights Records) 
野澤 徹也 「三絃 野澤徹也 3  三味線協奏曲」（SION RECORDS） 
佐藤 晶子 「mingle」（Sound Kitchen） 
maco「HANA」（Studio J's Sounds） 
maco「 SORA」（Studio J's Sounds） 
現代邦楽研究所 「邦楽器アンサンブル ～現代邦楽研究所 委嘱作品集～」（ALM RECORDS） 
救世神教立教 30周年記念 「山と水」（財団法人 ビクター伝統文化振興財団） 
オーケストラアジア 「祇園精舎」（キングレコード） 
福之音アンサンブル 「音の厨」（Studio J's Sounds） 
「山口の四季 ～山口・メルヘン・うたの彩～」(Northern Lights Records) 
「長唄 錦帯橋の四季」(Northern Lights Records) 
 
 
～DVD～ 
 
「DVDでマスター 沖縄三線弾き方DVD」制作協力（ドレミ楽譜出版社） 
「D-BOYS STAGE VOL.3 鴉 3」制作協力（Watanabe Entertainment） 
「氷川きよし スペシャルコンサート 2016 きよしこの夜 Vol.16  ～クリスマスがめぐるたび～」 
 



 
♪ お問い合わせ ♪ 

 
 

三味線   上原 潤之助 
======================================================== 

〒168-0072  東京都杉並区高井戸東 3-10-8-102 
音楽企画・制作 Studio J's Sounds 

 
和楽器･伝統音楽の演奏 / ステージ企画･制作 /  

作曲･アレンジ･採譜･楽譜の制作 [五線譜･文化譜･縦書きワク式譜･三線 [沖縄三味線] 譜 他] /  
CD･DVDの制作 / 写真･ビデオ撮影･音響 / 街の三味線教室♪ 

 
mobile 09029408101 
jun-no-suke@jssounds.com 
http://jssounds.jimdo.com 

 

 


