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）
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。
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【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
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
株式会社プランニング・ホッコー
MU.vie
株式会社ライクネス
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）

有限会社アクティブサウンド
株式会社アックスウィン
株式会社ヒヤマフォトスタヂオ
株式会社イメージワークスプロダクション
株式会社岩手フジカラー
エヌポートビデオ
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
株式会社クリエイティヴスタッフ
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
株式会社サンウェイ THE JAPONAIS LISERJU
株式会社 JPD
写真事務所スナップハッピーフォト
JOB-HOUSE
株式会社スタッフ
Smile Video
デジプロ有限会社
有限会社天神
八戸システムサポート株式会社
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
株式会社フォーカス
フォトヒカリエ 湯沢営業所
株式会社 MUGEN
山形農薬株式会社 PAM
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）

株式会社アクア・グラツィエ
株式会社アトムストーリー
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
株式会社アルファビデオ
アロヒ!!ウエディング
株式会社アンダンテ
& happy promotion
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
ウェディングムービー
ウチキフィルム
株式会社 HI プロジェクト
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

株式会社オフィスオノ
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 北参道事務所
株式会社要堂プラス
Kinemato
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
株式会社クラフトパートナーズ
合同会社クリエイティブネット
クリスタルアート
株式会社ネットワークインフォメーションセンター
株式会社コモーション
有限会社サウンドオフィス・コア
合同会社 Sound Lighting Video
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
株式会社ジャパンブライダルファクトリー
ブライダルプレステージ 華雅苑 浅草橋本店
ジュノー株式会社
株式会社シンシア(AMO)
スープ株式会社
株式会社鈴木音楽事務所
株式会社鈴木写真事務所 STUDIO CASHA
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 3-works
株式会社センティアス 東京営業所
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
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
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
トリニティ
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 結婚式ムービー.com
株式会社ネスパディディ
株式会社野村写真事務所
HALF TIME RECORDS & FILMs
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
株式会社ビクス・アート
株式会社ビジョン・ファクトリー
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
Ve スタジオ
合同会社 FILM STAGE
フィルム・ド・マリアージュ
株式会社フェム
株式会社フォーシスアンドカンパニー
株式会社富士巧芸社
株式会社 ブライズワード
株式会社ブライダルプロデュース
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 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

合同会社 BLESS
株式会社フロアナインプロダクション 中山編集スタジオ
株式会社ベストブライダル 海外事業部本部
株式会社 point zero
ポライン
Bon Mariage
株式会社ムービー企画
株式会社村上音楽事務所
村上岳愛写真映像工房
有限会社ヤマダ写真館 東京支店
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
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
Lian
Remote Studio
株式会社 LE BOUTON ONE
レクスタ
Records
レッドアトレ
RedSpot 株式会社 STYLE shop
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
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）

ART SELECT
株式会社アートフィール
アイ・キャスト株式会社
株式会社 ICL
有限会社あっしゅ あっしゅファンハウス
Ap Lovers
株式会社天野企画
合資会社天野写真室 ETHOS photograph
あらじんのらんぷ

株式会社アルカンシエル
株式会社出雲記念館
有限会社イメージミックス
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
Wedding Lapple
有限会社映像クリップ
HD メディアサービス
株式会社エクゼキュート
株式会社 MAD PRODUCTION
エンジェリーデザイン事務所
OACSTEVE(オークスティーヴ）
株式会社ギャルリーブルージュ
有限会社 Kuche 葡萄屋
GRAPHICA' DESIGN
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
有限会社サウンドプラン
株式会社朱輝
株式会社白雪姫
人生物語ワークス
有限会社杉浦ビデオ
株式会社スパークス
スリードリームズ・グラフィックス
有限会社大心印刷
ダイファシステム
株式会社 TAO 名古屋本社
株式会社タスカ
CIVICO MOVIE
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
DEKIRUCO
東海観光写真株式会社
Traident.K.C.株式会社
有限会社中川
株式会社長野フジカラー

NUPURI FILMS
株式会社 BADGE
浜松プロデュース
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
有限会社ビデオ工房名古屋
Video-Kozo
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
合同会社ファーストピュア
株式会社 Feelwork's
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
FREAKY WORKS
有限会社プロスタッフ
プロフィックス有限会社
松本 恵
MEAL RECORDS
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
MovieCreator
株式会社ムービング
株式会社モーションスタイル
株式会社ルナ・ソーレ
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
USH an' MAID
アブラプロダクション
有限会社一期一会
Digital Media Creation

株式会社インターメディアカム
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
株式会社エム・ワイ・イー
Lcm アトリエ
オーダーメイド
株式会社響映
KYOTO ETERNITY
有限会社クラブセレモニー
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
株式会社コスモビジョン
株式会社コムエンス
株式会社サムシングファン
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
株式会社ダイヤモンドプロ
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
ドローフォー
パーティクル
株式会社ハートス
株式会社パルスタジオ
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 CUSCUS
freewave

株式会社 BlooM
有限会社ベルレコード企画
マスウィート
株式会社 MARRY MARBLE
Movin' Movin'
メビウス
株式会社レック ラヴィ ファクトリー事業部
株式会社ラヴィマーナ神戸
株式会社ラヴス
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
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）

アソシアード
エルコード
SAKURA STYLE
スウィートエッグ
デイジークリエイト
株式会社ハニーミント
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
有限会社フローレス
四国地方（徳島県・香川県・愛媛県・高知県）

株式会社アクアビジョンズ
イマジック合同会社
UKIYO テック
有限会社エムイー 宇多津支店
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
株式会社東洋映像舎
有限会社ナイス
ビデオプロ特機株式会社
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
株式会社 アックスプロダクツ
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
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
有限会社キュウアンドエイ
有限会社グータス
KRK
COJARE PROJECT
コトブキクリエイト
株式会社 SCUE
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 Bee
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
Photo Studio Inoue 株式会社
有限会社フジビジョン
株式会社プランニング･インターナショナル 福岡営業所
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
株式会社ホームテクノサービス
ＭＵＳＥテレビ制作 株式会社
株式会社 uk 本部
株式会社 U-video
Liebe エンタープライズ有限会社
リスペクト
株式会社 RAID
Regalo.movies
ロードショー
株式会社ロックハーツ

（2018.3.29 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。

↑ページ先頭へ

