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契約団体     所在国       URL

間接団体(演) 国名(演) URL(演) 間接団体(録) URL(録)国名(録)

AACIMH ホンジュラス www.aacimh.org.hn

AAS アゼルバイジャン

ABRAMUS ブラジル www.abramus.org.br

ACAM コスタリカ www.acam.cr

ACDAM キューバ www.acdam.cu

ACUM イスラエル www.acum.org.il

ADDAF ブラジル www.addaf.org.br

AEI グアテマラ www.aei-guatemala.org

AGADU ウルグアイ www.agadu.org

AKKA/LAA ラトビア www.akka-laa.lv

AKM オーストリア www.akm.co.at

ALBAUTOR アルバニア www.albautor.net

AMAR ブラジル www.amar.art.br/ingles/index.htm

AMCOS オーストラリア www.apraamcos.com.au

AMRA 米国 www.amra.com

APA パラグアイ www.apa.org.py

APDAYC ペルー www.apdayc.org.pe

APRA オーストラリア www.apraamcos.com.au 

APRS 米国

ARMAUTHOR アルメニア www.armauthor.am

ARTISJUS ハンガリー www.artisjus.hu

ASCAP 米国 www.ascap.com

ASDAC モルドバ www.asdac.md

ASSIM ブラジル www.assim.org.br

AUSTRO-MECHANA (AUME) オーストリア www.aume.at

AUTODIA ギリシャ www.autodia.gr

BBDA ブルキナファソ www.bbda.bf

BELAT ベラルーシ www.avtor.by
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間接団体(演) 国名(演) URL(演) 間接団体(録) URL(録)国名(録)

BMI 米国 www.bmi.com

BSCAP ベリーズ www.bscap.bz

BUMA オランダ www.bumastemra.nl

CAPASSO 南アフリカ www.capasso.co.za

CASH 香港 www.cash.org.hk

COMPASS シンガポール www.compass.org.sg

COSCAP バルバドス www.accscaribbean.com

COTT トリニダード・トバゴ www.cott.org.tt

EAU エストニア www.eau.org

ECCO セントルシア www.eccorights.org

FILSCAP フィリピン www.filscap.com.ph

GCA ジョージア www.gca.ge

GEMA ドイツ www.gema.de

WORT ドイツ www.vgwort.de WORT www.vgwort.deドイツ

HARRY FOX AGENCY 米国 www.harryfox.com

HDS-ZAMP クロアチア www.zamp.hr

IMRO アイルランド www.imro.ie

IPRS インド www.iprs.org

JACAP ジャマイカ www.jacapjamaica.com

KAZAK カザフスタン www.kazak.kz

KODA デンマーク www.koda.dk

KOMCA 韓国 www.komca.or.kr

LATGA リトアニア www.latga.lt

LITERAR-MECHANA オーストリア www.literar.at

MACA マカオ www.maca.org.mo

MACP マレーシア www.macp.com.my

MASA モーリシャス www.masa.intnet.mu/

MCPS 英国 www.prsformusic.com

MCSC 中国 www.mcsc.com.cn

MCT タイ www.mct.in.th

MESAM トルコ www.mesam.org.tr
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MOSCAP モンゴル moscap.mn

MRCSN ネパール www.mrcsn.org

MUSICAUTOR ブルガリア www.musicautor.org

MUST 台湾 www.must.org.tw

NASCAM ナミビア www.nascam.org

NCB デンマーク www.ncb.dk

NGO UACRR ウクライナ uacrr.org.ua/?lang=en

OSA チェコ www.osa.cz

PRS for Music 英国 www.prsformusic.com

RAO ロシア www.rao.ru

SABAM ベルギー www.sabam.be

SACEM フランス www.sacem.fr

BURIDA コートジボワール www.burida.ci

SACERAU エジプト

SACENC ニューカレドニア www.sacenc.nc

SACEM 
LUXEMBOURG

ルクセンブルク www.sacem.lu

ONDA アルジェリア www.onda.dz

OMDA マダガスカル www.omda.mg

BGDA ギニア

BUTODRA トーゴ www.butodra.com

BUMDA マリ www.bumda.ml

BUCADA 中央アフリカ

BUBEDRA ベナン www.bubedra.org

BSDA セネガル www.bsda.sn

BNDA ニジェール www.bnda-mali.com/

BMDA モロッコ www.bmda.org.ma

BCDA コンゴ共和国 www.bcda-congo.org

CMC カメルーン

SACM メキシコ www.sacm.org.mx

SACVEN ベネズエラ www.sacven.org

SADAIC アルゼンチン www.sadaic.org.ar

SADEMBRA ブラジル www.sadembra.org.br

SAMRO 南アフリカ www.samro.org.za

SAYCE エクアドル www.sayce.com.ec

SAYCO コロンビア www.sayco.org

SAZAS スロベニア www.sazas.org
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SBACEM ブラジル www.sbacem.org.br

SBAT ブラジル www.sbat.com.br 

SCD チリ www.scd.cl

SCM-COOPERATIVA カーボヴェルデ

SDRM フランス www.sdrm.fr

BUCADA 中央アフリカ

SACENC www.sacenc.ncニューカレドニア

SACEM 
LUXEMBOURG

www.sacem.luルクセンブルク

OMDA www.omda.mgマダガスカル

CMC カメルーン

BUTODRA www.butodra.comトーゴ

SACERAU エジプト

BUBEDRA www.bubedra.orgベナン

BSDA www.bsda.snセネガル

BNDA www.bnda-mali.com/ニジェール

BMDA www.bmda.org.maモロッコ

BGDA ギニア

BCDA www.bcda-congo.orgコンゴ共和国

BURIDA www.burida.ciコートジボワール

BUMDA www.bumda.mlマリ

SESAC 米国 www.sesac.com

SGAE スペイン www.sgae.es

SIAE イタリア www.siae.it

SICAM ブラジル www.sicam.org.br

SOBODAYCOM ボリビア www.sobodaycom.org

SOCAN カナダ www.socan.ca

SODRAC www.sodrac.caカナダ

SOCINPRO ブラジル www.socinpro.org.br

SOKOJ セルビア www.sokoj.rs

SOZA スロバキア www.soza.sk

SPA ポルトガル www.spautores.pt

SPAC パナマ www.spac.org.pa

SQN ボスニア・ヘルツェゴビナ www.sqn.ba 

STEF アイスランド www.stef.is

STEMRA オランダ www.bumastemra.nl

STIM スウェーデン www.stim.se/english
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SUISA スイス www.suisa.ch

TEOSTO フィンランド www.teosto.fi

TONO ノルウェー www.tono.no

UBC ブラジル www.ubc.org.br

UCMR-ADA ルーマニア www.ucmr-ada.ro

UNISON スペイン www.unisonrights.es

VCPMC ベトナム www.vcpmc.org

WAMI インドネシア www.wami.id

ZAIKS ポーランド www.zaiks.org.pl

ZAMP マケドニア 旧ユーゴスラビア共和国 www.zamp.com.mk
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