
京都市出身・大晦日生まれ 
 
「楽器が出来ない・楽譜が読めない・音楽理論が分からない」ことを逆手にと
り自由な発想でポップでクセのある音楽を作っている。よくある汎用的な音楽
ではなく、その作品ならでは音作りを心がけている。効果音(サウンドデザイ
ン)も手がける。聞いた後、頭の中にグルグル回るキャッチーな曲を作るのが
得意。  

子供向けのコンテンツ、遊びを盛り込んだ教材、ショートアニメーションの音
楽、コンシューマゲームや特殊環境のプロダクト(IoTなど)のサウンド開発 
最近ではドラマ「来世ではちゃんとします」「イタイケに恋して」「さよなら、
ハイスクール」など手がける。コメディ作品が得意。少し変わったおもしろ企
画に呼ばれることが多い。作曲家数人と「スキャット後藤とゆかいな仲間た
ち」という音楽制作チームも組んでいる。 
 
千葉館山・東京・京都を拠点に活動中。

スキャット後藤! (作曲家・音楽プロデューサー)

かわいくてたのしくて 
ちょっといじわるな音楽を 
つくっています。
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「音楽で、より面白く！」をコンセプトに掲げる音楽プロダクションです。
cutecoolの特徴は業界関係なくエンタメのあるところの音楽制作をしてい
るところです。コンシューマゲーム・アプリ・TVドラマ・アニメ・バラエティ
番組・TVCM・IoT・イベントなど、28年間数々の音楽制作を行ってきまし
た。スキャット後藤を中心に作曲家やサウンドクリエイターと組み制作を
行っています。音楽だけではなく効果音制作、ゲームなら実装・調整までお
付き合いします。 

プロジェクトごとに制作方法を最適化させるのもcutecoolの特徴です。
「こういう作り方初めてなのですが」「これはどのように音楽制作お願いす
るのがいいでしょうか？」など、制作の設計部分からお手伝いすることも多
いです。イレギュラーな特殊案件でお声がけいただくことも多いです。 
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【TV】Eテレ『プチプチ・アニメ ぽぽりす＆フレンズ』(監督:きしあやこ) 音楽  
【ポケモン公式】怪談ソング「きみをみてるよ」作曲・編曲  (歌 : 知久寿焼) 100万回再生 
【コマ撮りアニメ】立体造形作家アーティストのきしあやこ監督の「Pen & Magic」音楽 
【コマ撮りアニメ】MozuStudio『Hi Tiny』第1話「ふしぎな出会い」音楽 
【CD・配信】森川美穂「推定無罪」 (作詞:松井五郎 作曲:スキャット後藤) 
【TVドラマ】「来世ではちゃんとします1・2」主演: 内田理央    劇伴 
【TVドラマ】「ダメな男じゃダメですか？」主演: 町田啓太(劇団EXILE)   劇伴・劇中歌 
【TVドラマ】「イタイケに恋して(読テレ・日テレ)」主演: 渡辺大知、菊池風磨  劇伴・劇中歌 
【Huluドラマ】「さよなら、ハイスクール」主演:阿部顕嵐    劇伴 
【TVドラマ】あなた犯人じゃありません (テレビ東京) 企画・プロデューサー : 佐久間宣行 
【CM】横山だいすけさん出演・歌唱の、クリニカアドバンテージ デンタルフロスCM 
【CM】NiziU主演・歌唱の、ロッテFit'sCM 
【お笑い】NON STYLE LIVE 「Re:争論~リソウロン~」   (コントの音楽) 
【IoT】かきたくなる。ほめたくなる。しゅくだいやる気ペン(コクヨ) BGM 
【プラネタリウム】「こぐま座のティオ　星空だいぼうけん」(声の出演 : 上田麗奈) 劇伴 

spotifyプレイリスト「スキャット後藤音楽



<こども向き> 
【アプリ】こども向けアプリ「連結だいすき」サウンド開発(BGM・SE) 

「しゅくだいやる気ペン」(KOKUYO)  bgm・SE
プラネタリウム作品「こぐま座のティオ 星空だいぼうけん」(コニカミノルタ)音楽担当
「FUMM ADVENTURE (よみうりランド)」グッジョバアトラクション 
au未来研究所「FUMM」「COMI KUMA」「ままデジ」BGM・SE担当 
ベネッセ　 こどもちゃれんじ多数 楽曲制作

<ショートアニメ> 
【TVアニメ】テレビ野郎 ナナーナ　怪物クラーケンを追え！(テレビ東京) 一部楽曲制作  
コマ撮りアニメ「ペン&マジック」監督 : きしあやこ (海外映画祭など多数受賞あり) 
クレイアニメ「TADPOLES (監督・制作; 藤勝友侑也)」 音楽制作・音響効果 
クレイアニメ「ズックとトッチョ、ノベリー」スキャット後藤篇
「メカ☆アフロくん(監督:花くまゆうさく)」
【TVアニメ】MBS「ポストペットモモ便」劇伴制作  (24話)

 
<イベント・舞台> 
ブス会＊新作「女のみち2020」本多劇場 
「NON STYLE LIVE2019「Re:争論～リソウロン～」コント内音楽
『豆腐プロレス The REAL 2018 WIP QUEENDOM in 愛知県体育館』AKB48G 音楽担当 (2018.2.23)
『豆腐プロレス The REAL 2017 WIP CLIMAX』AKB48グループ 後楽園ホール 音楽担当(2017.8.29) 
シンエイ動画制作新作アニメ『アイドールズ』のテーマソング「アイドールズ～はじまりの歌～」 作曲・編曲
『Google 祭 with Android』Android Taico 音楽・効果担当 BGM,SE,音ゲー譜面制作

<テレビ> 

「来世ではちゃんとします」テレビ東京 主演:内田理央
「劇的に沈黙」TOKYO MX  

  新実験ドラマ「知らない人んち(仮)」テレビ東京 主演:筧美和子  "スキャット後藤とゆかいな仲間たち"名義 

『グータンヌーボ2』関西テレビ　楽曲提供
 秋元康とテレビ東京が作る理想のクラス「青春高校3年C組」 P:佐久間宣行 
「豆腐プロレス(テレビ朝日)」(企画・原案 : 秋元康)  主演 : AKB48 
「徳山大五郎を誰が殺したか？(テレビ東京)」(企画・原案 : 秋元康)  主演 : 欅坂46
「警視庁 ナシゴレン課(テレビ朝日)」(企画・原案 : 秋元康)  出演 : 島崎遥香、勝村政信、古田新太
「女囚セブン(テレビ朝日)」出演 : 剛力彩芽、橋本マナミ、トリンドル玲奈、安達祐実ほか 

 オリジナル短編ドラマ『君は放課後、宙を飛ぶ』 (主演:私立恵比寿中学) 劇伴担当 

MBS・TBSドラマ「となりの関くんとるみちゃんの事象」劇伴制作 出演：清水富美加
テレビ東京「俺のダンディズム」劇伴制作　　出演：滝藤賢一
テレビ東京「テマノビ～手間のかかった美しさ～」」劇伴制作
テレビ東京「ドラマ24 殺しの女王蜂」劇伴制作　
テレビ東京「太鼓持ちの達人」劇伴制作　手塚とおる 
WOWOW「紺野さんと遊ぼう」劇伴・エンディングテーマ曲制作・うた　出演：吉高由里子 
テレビ東京 Friend-Ship Project第13弾『初恋△トライアングル～あのコは何でニッポンに？～』」劇伴制作 
Eテレ「天才てれびくん」ドラマ6作

テレビ東京「きらきらアフロ」オープニング曲制作 
「Discover Myself」出演：佐野ひなこ
TBS「A-STUDIO」オープニング曲制作 (～’17)
関西テレビ「キャサリン」「キャサリン三世」オープニング曲制作　出演：観月ありさ、きゃりーぱみゅぱみゅ
関西テレビ「グータンヌーボー」楽曲提供
フジテレビ「とんねるずのみなさんのおかげでした」楽曲提供
フジテレビ『芸能人が本気で考えた！ ドッキリGP』「おしり人間コージ」の曲 

<映画>
『耳を腐らせるほどの愛』 監督:豊島圭介 脚本:石田明(NON STYLE) 出演:井上裕介,森川葵,八嶋智人
『チキンズダイナマイト』 監督:飯塚俊光  出演:岡山天音、恒松祐里
『すけ坊』監督:豊島圭介 主演：Micro(DefTech)
『幽霊vs宇宙人　略奪愛』主演：高橋和也
『お姉ちゃん、弟といく』監督:吉田浩太 　主演：江口のりこ
『わかばちゃん』監督:豊島圭介 主演：星野真里
『「非女子図鑑」占いタマエ！』監督:豊島圭介 主演：足立梨花
『裁判長！ここは懲役4年でどうすか』劇伴制作　主演：設楽統
『Out the Pool』監督:篠原哲雄
『呪霊 THE MOVIE』監督:村上賢司 出演:市川由衣 劇伴制作 <DVD>

「LOVE HOTEL COLLECTION」監督:村上賢司
怪談新耳袋 殴り込みシリーズ 

 
 
<ゲーム>  
『スクールガールストライカーズ ～トゥインクルメロディーズ～』
                       「Believe in yourself」「New World」楽曲提供(作詞・作曲・編曲) 
『WiiU ペーパーマリオ カラースプラッシュ』音楽制作 
『POSSESSION MAGENTA』PSvita専用乙女ゲーム　音楽制作 
『シバ・カーリーの伝説』 Nintendo 3DS ダウンロードソフト 音楽・効果音制作 
『Code Name: S.T.E.A.M. リンカーンVSエイリアン』ニンテンドー3DS専用ソフト 効果音制作・MA 
『たまごっち！せーしゅんのドリームスクール(3DS/NBGI)』 BGM制作・主題歌制作 
『おうちまいにち たまごっち(3DS/NBGI)』BGM制作 
『たまごっちコレクション(DS/NBGI)』 BGM制作・主題歌制作 
『To LOVEる-とらぶる- ダークネス　トゥループリンセス(VITA/フリュー)』BGM制作 
『結城友奈は勇者である　樹海の記憶(VITA/フリュー)』BGM制作 
『みんなでスペランカー (PS3/iOS)』音楽制作 
『いっきおんらいん (PS3)』音楽制作

iOS,Android「和牛のモ～ダッシュ」 BGM,SE担当
iOS,Android「ときめーたー」楽曲制作
iOS,Android ひっぱりずさるゲー「ねこずさる。」音楽・効果音制作
iOS,Andoroid ざっくぅをあつめて群れにする群れゲーム「ざくざくざっくぅ」 J:COM ZAQ 音楽・効果音制
作
iOS,Andoroid「キティちゃんの楽しいパズルゲーム ハローキティトイズ」音楽制作
iOS「音楽で相性診断 チュッチュTune」音楽・効果音制作
iOS「Flying Pen」音楽・効果音制作
「東北大学 川島隆太教授 監修・指導 体で答える新しい脳トレ (Xbox 360 Kinect/NBGI)」
「JUST DANCE KIDS(Ubisoft)」「JUST DANCE KIDS(Ubisoft)」「The Smurfs Dance Party(Ubisoft)」
「Just Dance Disney Party」(Ubisoft)
「龍が如く」「クロヒョウ」シリーズ 音楽・効果音制作・MA作業　　
「初音ミク ライブステージ プロデューサー(iOS・Android)」音楽制作
「NARUTO -ナルト- 忍列伝」DS
「NARUTO -ナルト- 疾風伝 忍列伝Ⅱ」DS
「NARUTO -ナルト- 疾風伝 忍列伝Ⅲ」DS 

 
 
<その他> 
チューハイ「ほろよい」のスペシャルサイト「ほろったー」 
mixiアプリ「みんなで宅飲み カンパイ！ほろよい部屋」音楽・効果音制作 
忍者コップ公式テーマソング「レッツゴー忍者コップ！」 (監修:ザリガニワークス) 
六本木ヒルズ 森美術館「世界都市展」 会場内音楽 
竹書房サウンドロゴ 

ひみつのアッコちゃん(コンパクトSE)

 
TV-CM 多数


