
JASRACと利用許諾契約を締結している事業者一覧（ブライダル演出記録用録音・録画物） 

北海道地方 東北地方 関東地方 中部地方 

近畿地方 中国地方 四国地方 九州地方 

以下は、結婚披露宴等において、 

 会場で流すための楽曲を収録した CD

 新郎新婦のプロフィールを紹介する DVD

 披露宴の模様を撮影した記録用 DVD

等のブライダル演出用又は記録用の録音・録画物を製作することについて、JASRAC と録音利用に係

る許諾契約を締結している事業者の一覧です。ただし、当ページ更新時から遡って 1年以内に当協会

管理著作物の利用報告に基づいた使用料請求実績がない事業者は除いています。 

【利用許諾契約締結事業者】 

北海道地方（北海道） 

株式会社 valova. 

有限会社 WILL PLANT 

ウェディングシネマ With

株式会社 CAN 

クリエイト・ピクチャーズ株式会社

サンドアート北海道

HAPPY LAB 

株式会社フクアートジャパン 

株式会社プランニング・ホッコー 

株式会社 MACHA Corporation 

MU.vie 

株式会社ライクネス 

LIFEROM 

株式会社 LIV STYLE PRODUCE 

東北地方（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県） 

株式会社 Amazing 

株式会社イメージワークスプロダクション 

株式会社オフィスエムズ 

株式会社オリーブ 

株式会社紀生仙台ゆりが丘 マリアージュアンヴィラ 

株式会社グリッド 

有限会社クリップクラブ 

株式会社江陽会館 

http://valova.jp/
http://willplant.tv/
http://www.can-s.co.jp/
http://moriblo.net/
http://www.p-hokkoh.co.jp/
http://macha01.net/
https://www.mu-vie.com/
https://www.liferom.wedding/
http://www.image-works.biz/
http://wedding-movie.shop/
http://www.d2.dion.ne.jp/~clip/
http://www.koyophoto.jp/


株式会社 JPD  

JOB-HOUSE 

株式会社スタジオエアー  

株式会社スマーティ  

Smile Video  

株式会社スライス  

デジプロ有限会社  

テレビネットコム 

株式会社テレモアドットコム  

有限会社天神  

HanaCinema株式会社  

有限会社ビデオ企画リバティー  

株式会社ビデオプラザ神奈川 

株式会社ヒヤマフォトスタヂオ  

株式会社フォーカス  

フォトヒカリエ 湯沢営業所 

株式会社ベンリサービス社 

山形農薬株式会社 

リゾートトラスト株式会社 グランドエクシブ那須白河 

株式会社ワークアクト東日本  

 

関東地方（茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県） 

I-Edit   アイエディット  

株式会社秋山写真工房  

アトリエ 036  

アニバーサリーフィルム  

有限会社アルカディアピクチャーズ  

Arconest合同会社 

株式会社アルファビデオ  

有限会社アルファ・ワン プロダクト 

アロヒ!!ウエディング  

株式会社アンダンテ 

& happy promotion  

EJ-Create 

image image  

株式会社インプルーブ  

株式会社ヴァンデ・クリエーション  

ウェディングエキスパーツ株式会社 

weddingmovie.store  

ウチキフィルム  

映像制作ミラージュ 

http://www.jpd-inc.com/
http://www.studioair2013.com/
http://www.hss-net.co.jp/
http://smile-video.jp/
http://slice-co.jp/
http://www.digipro.co.jp/
http://www.tele-more.com/
http://www.tenjin603.com/
http://hanacinema.com/
http://vpl.co.jp/
http://www.imagine-movie.jp/
http://focus-cs.jp/
http://www.photo-hikarie.com/
http://www.xiv-wedding.jp/nasushirakawa/
http://www.workact.co.jp/
http://i-edit-jp.com/
http://www.akiyama-photo.co.jp/
http://kaneko036.art-studio.cc/
http://anni-film.com/
http://www.alcadia.jp/
http://www.alphavideo.co.jp/
http://www.alohi-wedding.com/
http://andhappypromo.omiki.com/
http://www.i2-web.net/
https://www.improve-photo-movie.com/
http://www.vande-creation.com/
https://www.weddingmovie.store/
http://uchikifilm.com/


HS 

株式会社 ecoo 

株式会社エコーアーチスト 

株式会社エスクリ  

株式会社エスクリマネジメントパートナーズ  

株式会社エスティビジョン  

株式会社大石衣裳店  

有限会社大泉ビデオ企画  

株式会社オフィスオノ  

office Kato 

株式会社オフィスタケダ  

オフィス マズルカ  

オフィスヨコヤマ 

株式会社オンス  

株式会社要堂プラス  

株式会社 Gives  

株式会社 CANVAS AND COMPANY  

株式会社キューワークス  

株式会社キュリマ 

株式会社グッドラック・コーポレーション  

株式会社 Video ライフ  

合同会社クリエイティブネット  

クリスタルアート  

Grateful Movie  

株式会社ネットワークインフォメーションセンター  

coruja  

株式会社コロネット  

有限会社サウンドオフィス・コア 

株式会社佐藤写真 

株式会社サトック  

サニーサイドウェディング  

株式会社シーラスト  

株式会社シネマチック  

株式会社シネマティックデイズ  

株式会社写真光陽  

ジャパンクリエイト株式会社  

ジュノー株式会社  

株式会社ジョイテック  

株式会社シンシア(AMO)  

スープ株式会社  

https://www.escrit.jp/
http://emp.escrit.jp/
http://www.st-vision.jp/
http://www.kashiishou-ooishi.com/
http://www.ovkk.net/
http://www.officeono.jp/
http://www.office-takeda.com/
http://officemazurka.com/
http://www.ounce.jp/
http://kmd-plus.jp/company/
http://www.gives.jp/
http://www.happymovies.jp/
http://cueworks.jp/
http://www.globalpictures.jp/
http://vlclaps.jp/
http://2up.work/
http://www.crystal-arta.jp/
https://www.grateful-movie.com/
http://www.kekkon-video.net/
https://coruja-m.com/
http://www.coronet-co.com/
http://www.satok.co.jp/
http://sunnysidewedding.jp/
http://sealast.co.jp/
http://www.cinematic.jp/
http://www.cinematic-days.com/
http://www.photo-koyo.co.jp/
http://www.japan-create.jp/
http://www.junowedding.jp/
http://www.joytech-jp.com/
http://www.amo.am/
http://www.kokoro-switch.com/


株式会社鈴木音楽事務所 

株式会社鈴木写真事務所  

鈴木 ゆみこ 

株式会社スタジオ・インプレス  

Studio Lab01  

株式会社 K2プランニング  

株式会社スピカ  

株式会社 3-works  

株式会社センティアス 

株式会社セントラルビデオプロダクト 

高見株式会社 

tarofilm  

株式会社ツッカークーヘン 

有限会社ディー・エー・ティー  

株式会社ティーエム・プロジェクト  

T.STARS  

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ 

株式会社デイメンション  

株式会社テクニコ東京支店 

株式会社 DigiBook  

有限会社デップ  

有限会社てっぺん 

株式会社デリ・アート  

電音エンジニアリング株式会社  

東京ケーブルネットワーク株式会社  

株式会社東芸エンタテイメンツ  

有限会社ドリーミンドリーマー  

ナカゲンエージェンシー株式会社  

株式会社日本グローイング社  

日本綜合テレビ株式会社  

株式会社ネガポジ  

ネクストプラス 

株式会社ネスパディディ  

株式会社野村写真事務所  

株式会社ハーベスト・ワールド・エクスプレス 

株式会社ハセガワエスティ  

株式会社バリエ 

株式会社バンケット・プランニング東陽営業所 

株式会社ビクス・アート 

合同会社 Pict BOX  

http://www.studio-casha.com/
http://www.craft-gr.com/
http://www.studio-lab01.com/
http://www.studio-robita.com/
http://www.spica-photo.com/
http://www.3-works.com/
http://www.tarofilm.com/
http://www.filmworks.jp/
http://www.tm-project.co.jp/
http://t-stars.info/
http://www.dimension.co.jp/
http://digibook.co.jp/
http://www.dep310.com/
http://www.deliart.com/
http://www.denon-eng.co.jp/
http://www.tcn-catv.co.jp/
http://www.togei-net.com/
http://www.pc-ar.co.jp/
http://www.amb-design.biz/
http://www.n-growing.jp/
http://nstpictures.jp/
http://kekkonshiki-movie.com/
http://www.nespa.co.jp/
http://www.nomura-photo.com/
http://www.hasegawa-st.com/
https://facebook.com/gk.pictbox/


株式会社ビジュアライフ  

株式会社ビジョン・ファクトリー 

株式会社 VIDEO&LIFE  

VIDEO IN MAC 

株式会社ビデオソニック  

株式会社ビデオプロ・シラフジ 

株式会社ファイブスター 

株式会社ふぁみりあ  

株式会社ファンウエディング  

フィルム・ド・マリアージュ  

ブーケアンドリール  

株式会社フーフー  

株式会社フェム  

株式会社富士巧芸社 

株式会社ブライダルプロデュース  

株式会社フラッグ 松山オフィス 

株式会社プランニング･インターナショナル恵比寿営業所 

株式会社プランニング･インターナショナル新宿営業所 

株式会社プランニング･インターナショナル日本橋営業所 

株式会社プランニング･インターナショナル六本木営業所 

ブルーダックス株式会社  

株式会社プレビュー 本社 

株式会社ベスト-アニバーサリー第二営業部(映像部門) 

株式会社ベスト-アニバーサリー 第一営業部(海外挙式部門) 

株式会社 point zero  

ポライン  

Bon Mariage  

株式会社マリエラグラス  

マリッジプロダクション 

株式会社ムービー企画  

MoVia  

株式会社村上音楽事務所  

村上岳愛写真映像工房  

メアリーウェディング株式会社  

有限会社ヤマダ写真館  

株式会社ユーグラッド  

株式会社ユニバーサルプランニング 

株式会社四間堂 

株式会社 Rabikeri  

株式会社ライズビデオエイティ  

http://www.visualife.co.jp/
http://www.movox.jp/
http://www.videosonic.co.jp/
http://www.familia.co.jp/bridal
http://www.fun-wedding.com/
http://film-de-mariage.jp/
http://www.bouquet-reel.com/
http://craht.net/
http://www.fem-produce.co.jp/
http://bridal-produce.co.jp/
http://www.flag-pictures.co.jp/
http://blueducks.jp/
http://www.preview.co.jp/
http://www.hii.jp/
http://www.point-zero.com/
http://polyne.net/index.html
http://bonmariage-bridal.com/
http://www.pasukore.jp/
http://www.mov.co.jp/
http://movia.org/
http://www.mcmjp.co.jp/
http://www14.ocn.ne.jp/~murakami/
http://azabu-mary.com/
http://www.yamada-photo-studio.com/
http://favio.jp/
http://rabikeri.com/
http://www.risevideo.co.jp/


株式会社ライフドキュメンタリー 

ラボワット・スタジオ合同会社  

株式会社リアル・ビーシー  

Lian  

Remote Studio  

ルービース・プロモーション株式会社  

株式会社 LE BOUTON ONE  

レクスタ 

レッドアトレ  

RedSpot株式会社 

株式会社レトリック  

株式会社レリッシュ  

株式会社ワールド  

株式会社ワイズ・プランニング  

有限会社渡邉写真社横浜ベイホテル東急写真室 

株式会社渡邊油化 

株式会社ワンステップワークショップ  

 

中部地方（新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県） 

アイ・キャスト株式会社  

株式会社 ICL 

有限会社あっしゅ  

Ap Lovers 

株式会社天野企画  

合資会社天野写真室 

新井フミノリ写真事務所  

株式会社アルカンシエル  

E・V・S 

株式会社出雲記念館  

有限会社イメージミックス  

インクラーニングメディア  

ヴィジュアルファクトリー・インターナショナル株式会社  

ウェディングムービーGRAN  

有限会社映像クリップ 

株式会社映像システムズ  

映像戦略ラボラトリー  

HD メディアサービス 

株式会社エクゼキュート 

NAスタジオ 

株式会社 MAD PRODUCTION 

OACSTEVE(オークスティーヴ）  

http://www.laboite-std.jp/
http://realbc.co.jp/
http://lian-wedding.com/
http://remote-studio.net/
http://www.rubeas.com/
http://www.leboutonone.com/
http://bridal.redaatore.com/
http://rhetoric.co.jp/
http://www.relish.co.jp/
http://www.worldnet.cc/
http://www.wise-planning.com/
http://www.onestepworkshop.co.jp/
http://icast.minibird.jp/
http://www.asshu.com/
http://jmp7.com/
http://araiphotooffice.wixsite.com/arai-photo
http://www.arcenciel-g.jp/
http://www.izumotaisya.jp/
http://www.imagemix.jp/
http://www.inq.jp/
http://www.visualfactory.jp/
http://gran-movie.com/
http://www.eizou.co.jp/
http://www.p-movies.tv/
http://www.oacsteve.com/


株式会社ギャルリーブルージュ  

QUALITA ALTER.co  

有限会社 Kuche 葡萄屋  

GRAPHICA' DESIGN  

グリーンクス  

株式会社クレールコーポレーション 

株式会社呉竹荘  

k-box design  

株式会社光響社 

株式会社コム  

有限会社斉藤スタジオ  

有限会社サウンドプラン  

Cinematic Motion  

株式会社朱輝  

株式会社白雪姫  

有限会社杉浦ビデオ 

株式会社スタジオジーティ  

スタジオスワ・フォトプライズ 

株式会社スパークス 

有限会社清電社 

SONAR 

有限会社ソレイユネットワークス 

ダイファシステム 

株式会社 TAO  

株式会社タスカ  

地球がスタジオ MotherGaia  

CIVICO MOVIE 

株式会社中日映像出版 

ディーエーオー（DAO）  

株式会社 TV8チャンネル  

株式会社ティーブイエスネクスト  

有限会社テイク  

デザイン工房雫  

株式会社デジカム 

東海観光写真株式会社 

Traident.K.C.株式会社  

有限会社トライメディア 

株式会社内藤城  

有限会社中川  

株式会社長野フジカラー 

http://www.galeries-bruges.com/
http://www.qualitaalter.com/
http://budouya.gifu.jp/
http://www.graphica.biz/
http://www.greenxphoto.com/
http://www.kuretake.jp/
http://www.k-box.info/
http://www.com-inc.com/
http://www.saitostudio.co.jp/
http://www.soundsplan.co.jp/
http://www.cinematic-motion.biz/
http://www.shuki.co.jp/
http://www.shirayukihime.co.jp/
http://www.studio-gt.com/
http://tao-iw.com/
http://tasca-kg.com/
https://www.facebook.com/MotherGaiaittoku/
http://mall-sp.net/teraoka.video/
http://www.tv8.co.jp/
http://www.tvs.co.jp/
http://www.studio-take.co.jp/
http://dk-shizuku2.jimdo.com/
http://traidentkc.com/
http://www.naitojo.com/
http://shiawase-wedding.com/


株式会社ナベリン・ティー・ブイ 

株式会社 BADGE  

株式会社 Harvest  

株式会社バンケット・プランニング名古屋錦営業所 

株式会社ピアリー  

株式会社ビーンズ  

有限会社ビデオ工房名古屋  

有限会社ビデオタウン企画 

株式会社ビデオハウス  

有限会社ビデオハンズ  

ビデオレック 

日比谷造園 ブライダル事業部 

ピュアアーティス株式会社  

合同会社ファーストピュア  

株式会社 Feelwork's  

Filmcollection 

株式会社フォスコーポレーション 

Photo & Movie Create Augusta  

株式会社フジカラーフォトセンター  

株式会社プランニング･インターナショナル名古屋営業所 

FREAKY WORKS 

有限会社プロスタッフ  

松本 恵 

MEAL RECORDS  

株式会社 MISTO  

株式会社道洋行 

株式会社ミヤテック 

株式会社ミュージッククラブ  

株式会社ムービング  

LiBERTA  

Limage  

株式会社ルナ・ソーレ  

YMY-Photo  

株式会社ワクワクカンパニー  

 

近畿地方（三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県） 

株式会社アイズ  

株式会社 ivory  

青空写真館  

Across Media Team  

株式会社アサヌマ写真スタジオ 京都ホテルオークラ写真室 

http://badge-good.com/
http://www.studioharvest.net/
http://www.piary.jp/
file:///C:/Users/060097/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/beans.onamae.jp
http://www.video-kobo.com/
http://www.videohouse.co.jp/
http://videohands.com/
http://www.pureartis.com/
http://www.first-pure.com/
http://feelworks.co.jp/
http://www.photo-ogawa.com/
http://www.foto.co.jp/
http://www.p-s.co.jp/
http://www.mealrecords.jp/
http://colorful-marriage.com/
http://www.musicclub.co.jp/
http://moving2000.jp/
http://liberta-creative.com/
http://limagelink.com/
http://www.lunasole.jp/
http://www.ymy-photo.com/
http://waku2wedding.com/
http://www.is-vpro.com/
http://ivory-photo.jp/
http://www.aozoraphoto.net/
http://www.across-image.com/
http://www.asanuma-photo.com/


アブラプロダクション 

阿部フォトグラフィー株式会社  

有限会社一期一会 

Digital Media Creation  

株式会社ウィーブ  

ウィズプレイス株式会社  

株式会社ウイル  

株式会社ウイング  

株式会社上原フォートスタジオ  

映像制作会社 TuVerite  

株式会社エム・ワイ・イー  

株式会社 LCM  

オーダーメイド  

株式会社キャリーズ・オウン・ランド  

KYOTO ETERNITY  

有限会社クラブセレモニー  

株式会社グレイス 

株式会社クローヴプラスワン  

株式会社コアフォース 

有限会社河野龍太郎写真場 本店 

株式会社コスモビジョン 

株式会社コムエンス  

株式会社ジ・アースプロダクション  

株式会社シュシュ  

株式会社勝和 

株式会社新日本テレビスタジオ  

SWEETTYPE  

スタジオ 201  

ストーリーテラー株式会社  

株式会社セイシェル  

株式会社 7th 

DAIDAI  

株式会社ダイヤモンドプロ  

chammy time 

株式会社ツアーバンクシステム  

株式会社ディースタイル  

株式会社データプール  

株式会社テクニコ大阪支店 

株式会社ドリーム  

パーティクル  

http://www.abephoto.co.jp/
http://www.if-wing.com/
https://weve.co.jp/
http://anotherpromotion.net/
http://will-7.com/
http://www.wing-pro.co.jp/
http://ueharaphoto.jp/
http://www.tuverite.jp/
http://www.eitenfilm.com/
http://lcm-atelier.com/
http://www.ordermade-movie.com/
http://c-o-l.co.jp/
http://www.jiyuujinn.com/
http://www.clubceremony.com/
http://www.cloveplusone.com/
http://www.kohno-studio.com/
http://www.comens.gr.jp/
http://earthpro.jp/
https://chou-chou.tv/
http://www.v-sts.com/
http://www.sweettype.com/
http://endroll.xyz/
http://www.storyteller.co.jp/
http://www.seychell.co.jp/
http://www.daidai.wedding/
http://www.diamondpro.co.jp/
http://www.tbs-j.com/
file:///C:/Users/060097/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/www.dstyle-jp.com
http://www.datapool.co.jp/
http://www.dreamwedding.jp/
http://www.bridalparticle.com/


hearts 

株式会社パルスタジオ 

株式会社 BNEXT  

ビデオイースト  

有限会社ビデオクリエート 

株式会社ビデオフォーム  

株式会社ファーストトーン  

株式会社 CUSCUS  

株式会社プランニング･インターナショナル梅田営業所 

freewave 

プレステージ有限会社 

有限会社ベルレコード企画  

マスウィート  

株式会社 MARRY MARBLE  

株式会社モーションガレージ 

モーション＆エモーション 

株式会社ラヴス  

LoveYou  

リゾートトラスト株式会社 エクシブ白浜＆アネックス 

株式会社 Room  

株式会社レック ラヴィ ファクトリー事業部 

有限会社ワンダーコード 
 

中国地方（鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県） 

アイデアル株式会社  

株式会社アエラス  

アソシアード 

エルコード  

株式会社コマエ写場  

SAKURA STYLE  

スウィートエッグ 

株式会社ニッショウプロ  

株式会社ハーツコーポレーション 

株式会社ハニーミント 

ハヤシバラビデオプロダクション  

PDU OFFICE 

有限会社広島プロデュース 

VTR制作 待夢 

株式会社フォトワークスショーヨー 

株式会社プラスピクチャーズ  

マリエ・やしろ株式会社  

 

http://bnext.jp/
http://www.videoeast.net/
http://www.videoform.jp/
http://www.first-tone.net/
http://www.b-yasunaga.com/shop/osaka
http://bellrecord.com/
http://masweet.com/
http://www.marry-marble.com/
http://www.lavs.co.jp/
https://www.loveyou.jp/
http://www.xiv-wedding.jp/shirahama/
http://onemovie.jp/
http://www.la-viephoto.com/movie
http://idealx.co.jp/
http://www.aeras.jp/
http://www.lcord.com/
http://www.focus-one.jp/
http://sakurastylemovie.wix.com/sakura-style
http://www.nisshopro.jp/
https://www.hayashibaravideo.com/
http://eizo-plus.com/index.html
http://www.viescene.com/


四国地方（徳島県・香川県・愛媛県・高知県） 

IVY wedding  

株式会社アクアビジョンズ  

イマジック合同会社  

有限会社エムイー  

MGlab 

有限会社オーバーラップ  

株式会社おと creative  

ギンザフォトスタジオ  

株式会社サプライズファクトリー  

株式会社 GEMSMILE  

有限会社スタジオエース  

株式会社立木写真舘  

株式会社東洋映像舎  

TVK徳島ビデオ企画 

有限会社ナイス 

Ninth Code  

株式会社ネイティヴ・クラフト企画  

BGM高知株式会社  

Visual Creation WAVE  

ビデオコミュニケーション 

株式会社ビデオコム 

ブリーズベイオペレーション 2号株式会社 リーガロイヤルホテル新居浜 

有限会社松山ブライダルサービス  

有限会社ミッシェル・グラムール  

株式会社モウブ 

ReM  

 

九州地方（福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県） 

証デザイン  

有限会社アクアノート  

ActFilmJapan  

アベニールデザイン 

有限会社アリアボイスネットワーク 

株式会社アレックスアトム  

Video Creation LEO 

映像 MeMoRiA  

大分ビデオ 

沖縄ワタベウェディング株式会社 

有限会社オフィス・フォルツァ  

おもいで工房 KAJI 

http://www.ivy-wedding.com/
http://www.aquavisions.jp/
http://imagicllc.info/
http://www.i-me.jp/
http://www.overlap.co.jp/
http://www.otocreative.jp/
http://www.gps-ehime.jp/
http://surprise-f.com/
http://www.gemsmile.jp/
http://www.studioace.jp/
http://www.tatsuki-photo.co.jp/
http://www.toyo-v.co.jp/
http://www.ninthcode.biz/
http://www.native-craft.jp/
http://www.bgmkochi.com/
http://www.wave1ryuji.jp/
http://www.breezbay-group.com/rihga-niihama/bridal/index.html
http://www.bs21.info/
http://www.glamoule.com/
http://rem-movie.com/
http://www.akashi-design.com/
http://aqua-naut.com/
http://www.act-wedding.com/
http://www.arecs.co.jp/
http://eizou-memoria.com/
http://www.e-forza.com/


有限会社グータス  

有限会社クリエイティブ豊夢  

株式会社 K&Kマリアージュ下関写真室 

COJARE PROJECT  

コトブキクリエイト  

株式会社サウスポイント 

有限会社サン・ビデオアート 

株式会社 SCUE  

株式会社 STUDIO NEST  

椿イメージングソリューションズ株式会社  

cocode movie 

株式会社にししなカメラ  

株式会社ハミングバード  

株式会社ピークスマインド  

PV-Factory-FUN株式会社 

有限会社ピクチャーズカンパニー 

BICOLUT 

株式会社ビデオハウス HVC  

ビデオフラッシュ 

Photo Studio Inoue株式会社  

有限会社フジビジョン  

有限会社ブライズ  

株式会社フラワービデオ  

有限会社プランニングナック  

プリンセスネット株式会社  

株式会社マコセエージェンシー 

ＭＵＳＥテレビ制作 株式会社 

MILColorムービー制作 

株式会社 uk  

株式会社 U-video  

Liebeエンタープライズ有限会社 

株式会社 RAID  

株式会社レイヤー  

ロードショー 

株式会社ロックハーツ  

 

（2019.3.26 現在／地方別／50 音順） 

※事業所ごとに利用許諾契約を締結している場合は事業所ごとに掲載しています。 

※掲載地方以外で事業を展開（例えば全国展開）している事業者もあります。 

※一覧には一般社団法人音楽特定利用促進機構（ISUM）に手続きの代行を委託している事業者を含みます。 

※一覧には公表に同意をいただいていない事業者は含まれておりません。 

http://www.gootas.com/
http://www.creative-h.co.jp/
http://cojare.jp/
http://www.kotobuki-create.jp/
http://bridalvideonavi.com/
http://st-nest.jp/
http://www.tsubakiimaging.jp/
http://にししなカメラ.com/
http://humming-bp.com/
http://www.peacsmind.com/
http://www.videohousehvc.com/
http://www.photostudioinoue.com/
file:///C:/Users/060097/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/http/www.fuji-vision.co.jp
http://www.brides-inc.jp/
http://www.flowervideo.jp/
http://www.planning-nac.com/
http://www.princess-net.com/
http://ukuk.co.jp/
http://www.u-video.jp/
http://www.raidnet.jp/
http://studiolayer.com/
http://www.rock-h.jp/


 

↑ページ先頭へ 


