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RIAJ00000001
Japan Music Entertainment
www.jp-musicet.com/en
一般社団法人日本レコード協会
RIAJ00000002
日本音楽娯楽快線
www.jp-musicet.com/cn
一般社団法人日本レコード協会
RIAJ00000003
オンラインプロモーションサイト
一般社団法人日本レコード協会
RIAJ00000004
STOP!違法ダウンロード広報委員会 https://www.youtube.com/user/stopillegaldownload/videos
一般社団法人日本レコード協会
RIAJ00001004
ソニー・ミュージックオフィシャルサイト http://www.sonymusic.co.jp/
株式会社ソニー・ミュージックネットワーク
RIAJ00001005
Sony Music Mobile
http://www.sonymusic.co.jp/
株式会社ソニー・ミュージックネットワーク
RIAJ00001006
Sony Music Call
http://sonymusiccall.jp/
株式会社ソニー・ミュージックネットワーク
RIAJ00002001
＠ポニーキャニオン
http://www.snd.ponycanyon.co.jp/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002002
＠ポニーキャニオンムービー
http://www.snd.ponycanyon.co.jp/pmov/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002003
＠ポニーキャニオンフル
http://www.snd.ponycanyon.co.jp/psnd/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002004
NAO-HIT style
http://fbi.pcan.jp/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002005
Team Aiko DoCoMo
http://aiko.pcan.jp
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002006
Team Aiko KDDI
http://aiko.pcan.us/aiko/ez/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002007
Team Aiko Softbank
http://aiko.pcan.us/aiko/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002008
バーチャルトリップ
http://vrtrip.pcan.us/vrtrip/i/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002009
バーチャルトリップ
http://vrtrip.pcan.us/vrtrip/ez/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002010
バーチャルトリップ
http://vrtrip.pcan.us/vrtrip/jp/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002011
はい。工藤静香です。
http://shizuka-kudo.com/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002012
叶姉妹 SUPERBEAUTY
http://sbeauty.jp/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002013
ポニーキャニオン公式サイト
http://ponycanyon.co.jp
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002014
Skun-Crew
http://skuncrew.com
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00002015
きゃにめ
http://canime.jp/
株式会社ポニーキャニオン
RIAJ00003001
モバイルコロムビア
http://m.columbia.jp
日本コロムビア株式会社
RIAJ00003002
モバイルコロムビア フル
http://f.columbia.jp
日本コロムビア株式会社
RIAJ00003003
モバイルコロムビア♪コール
http://r.columbia.jp
日本コロムビア株式会社
RIAJ00003004
絵本アニメ屋さん
http://ehonn.net
日本コロムビア株式会社
RIAJ00003005
モバイルコロムビア SP
http://mm.columbia.jp/
日本コロムビア株式会社
RIAJ00004001
VAPモバイル
http://m.vap.jp
株式会社バップ
RIAJ00004002
VAPフル
http://full.vap.jp
株式会社バップ
RIAJ00005001
ユニバーサルミュージック
http://mobile.universal-music.co.jp
ユニバーサル ミュージック合同会社
RIAJ00005002
ユニバーサルミュージック
http://ez.universal-music.co.jp
ユニバーサル ミュージック合同会社
RIAJ00005003
ユニバーサルミュージック
http://j.universal-music.co.jp
ユニバーサル ミュージック合同会社
ユニバーサルミュージックジャパン公式サイト http://www.universal-music.co.jp/
RIAJ00005004
ユニバーサル ミュージック合同会社
株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
RIAJ00006001
Music Wing
http://www2.music-wing.com/
株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
RIAJ00006002
Music Wingフル
http://www2.full.music-wing.com/
株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
RIAJ00006003
ﾍﾓﾑｰｻｳﾝｽﾞ
http://www2.hemomoo.com/
株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
RIAJ00006004
ﾍﾓﾑｰｻｳﾝｽﾞﾌﾙ
http://www2.hemomoofull.com
株式会社ソニー・ミュージックコミュニケーションズ
RIAJ00006005
FC BondS
http://www.fcbonds.com/
http://www.flme.labelmobile.com/f11/user/Top?s=30400&c=0&p=1&uid=NULLGWDOCOMO 株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント
RIAJ00007001
mobile FORLIFE
株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント
RIAJ00007002
mobile FORLIFE
http://www.flme.labelmobile.com/f11/user/Top?s=30400&c=1&p=1
株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント
RIAJ00007003
mobile FORLIFE
http://www.flme.labelmobile.com/
http://www.flme.labelmobile.com/f12/user/Top?s=30400&c=0&p=1&uid=NULLGWDOCOMO
株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント
RIAJ00007004
mobile FORLIFEフル
株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント
RIAJ00007005
mobile FORLIFEフル
http://www.flme.labelmobile.com/f12/user/Top?s=30400&c=1&p=1
株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント
RIAJ00007006
mobile FORLIFEフル
http://www.flme.labelmobile.com/
フォーライフ ミュージックエンタテイメント オフィシャルサイト http://www.forlife.co.jp/
株式会社フォーライフ ミュージックエンタテイメント
RIAJ00007007
RIAJ00008001
クラシック エッセンス
http://cnews.jp
ナクソス・ジャパン株式会社
RIAJ00008002
クラシック エッセンス フル
http://full.cnews.jp
ナクソス・ジャパン株式会社
RIAJ00008003
クラシック エッセンス Value
http://sub.cnews.jp
ナクソス・ジャパン株式会社
RIAJ00008004
クラシックエッセンスフル
http://smp.naxos.jp/ce/
ナクソス・ジャパン株式会社
RIAJ00008005
クラシックエッセンスコール（docomo） http://call.naxos.jp/dc/index.cgi
ナクソス・ジャパン株式会社
RIAJ00008006
クラシックエッセンスコール（au）
http://call.naxos.jp/ez/index.cgi
ナクソス・ジャパン株式会社
RIAJ00008007
クラシックエッセンスコール（softbank） http://call.naxos.jp/sb/index.cgi
ナクソス・ジャパン株式会社
クラシックエッセンスコール（スマホ向けdocomo） http://call.naxos.jp/dc/index.cgi
RIAJ00008008
ナクソス・ジャパン株式会社
クラシックエッセンスコール（KDDI/Android版） http://call.naxos.jp/ezs/index.cgi
RIAJ00008009
ナクソス・ジャパン株式会社
クラシックエッセンスコール（SoftBank/Android版） http://call.naxos.jp/sbs/index.cgi
RIAJ00008010
ナクソス・ジャパン株式会社
クラシックエッセンスコール（KDDI/iOS版） http://call.naxos.jp/ezs/index.cgi
RIAJ00008011
ナクソス・ジャパン株式会社
クラシックエッセンスコール（SoftBank/iOS版） http://call.naxos.jp/sbs/index.cgi
RIAJ00008012
ナクソス・ジャパン株式会社
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009001
ビクターミュージックダウンロード
http://vmd.jvcmusic.co.jp/
RIAJ00009002
ビクターMUSICうた
http://uta.jvcmusic.co.jp/cgi-bin/sb/index.cgi?uid=1&sid=BI70&pid=P389 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009003
ビクターMUSICうた
http://uta.jvcmusic.co.jp/cgi-bin/ez/index.cgi
RIAJ00009004
ビクターMUSICうた
http://uta.jvcmusic.co.jp/cgi-bin/dc/index.cgi?uid=NULLGWDOCOMO 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009005
ビクターMUSICうたフル
http://uta.jvcmusic.co.jp/cgi-bin/sb/index.cgi?uid=1&sid=BI71&pid=P389 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009006
ビクターMUSICうたフル
http://uta.jvcmusic.co.jp/cgi-bin/ez/index.cgi
RIAJ00009007
ビクターMUSICうたフル
http://uta.jvcmusic.co.jp/cgi-bin/dc/index.cgi?uid=NULLGWDOCOMO 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009008
sas-fan.net mobile
http://mobile.sas-fan.net/
スピュー☆モ(SPEEDSTAR UNITED ☆ mobile / spu☆mo) http://spumo.jp
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009009
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009010
@Victor Entertainment
http://www.jvcmusic.co.jp
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009011
Vemall
http://vemall.jvcmusic.co.jp
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009012
エスコルタofficial
http://escolta.jp
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009013
MOB SQUAD
http://mobsquad.jp
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009014
SPARKLE
http://www.sparkle-label.com
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009016
HiHiRecords
http://www.hihirecords.com
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009017
Babestar
http://www.babestar.net
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009018
rookiestar
http://www.rookiestar.jp
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009019
ビクターＭＵＳＩＣ（au）
http://ez.jvcmusic.co.jp
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009020
ビクターＭＵＳＩＣ（DoCoMo）
http://i.jvcmusic.co.jp
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009021
ビクターＭＵＳＩＣ（Softbank）
http://j.jvcmusic.co.jp
http://vcallmobile.jvcmusic.co.jp/cgi-bin/mc/index.cgi?uid=NULLGWDOCOMO 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009022
ビクターＭＵＳＩＣコール
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009023
sas-fan
http://www.sas-fan.net
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009024
ビクターMUSICコール！
http://call.jvcmusic.co.jp/ez/index.cgi
株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
RIAJ00009025
ビクターMUSICコール！
http://call.jvcmusic.co.jp/sb/index.cgi
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011001
ミュゥモ・ミュージック
http://music.mu-mo.net
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011002
うた♪ミュゥモ
http://uta.mu-mo.net/s/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011003
メロ♪ミュゥモ
http://melo.mu-mo.net/s/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011004
うたフル♪ミュゥモ
http://utafull.mu-mo.net/s/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011005
倖田來未 playroom
http://kodakumi.net
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011006
大塚 愛 LOVE9CUBE
http://love9cube.com
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011007
ami sapuri
http://amisapuri.com
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011008
東方神起モバイル
http://toho-jp.net
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011009
mihimaLIST mobile
http://m.mihimalist.com
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011010
Janne Da Arc公式モバイルサイト
http://jannedaarc.jp
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011011
公式モバイルサイト「大沢伸一」
http://shinichi-osawa.com
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011012
m-flo ASTEROID PEOPLE
http://m.m-flo.com
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011013
avexnet アニメ
http://ani.avexnet.or.jp/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011014
ミュゥモ au ポイント
http://aup.mu-mo.net/s/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011015
うたＢＯＸ♪ミュゥモ
http://box.mu-mo.net/s/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011016
avexnet アプリ
http://iapp.avexnet.or.jp/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011017
キセカエ♪mu-mo
http://kisekae.mu-mo.net/s/
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エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011018
ミュゥモストリート
http://st.mu-mo.net/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011019
GIRL NEXT DOOR
http://m.girlnextdoor.jp/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011020
commonsmart
http://www.commonsmart.com/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011021
ミュウモPCサイト
http://mu-mo.net/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011022
avexnetwork
http://avexnet.jp/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011023
ビデオ♪mu-mo
http://video.mu-mo.net/s/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011024
アジア♪mu-mo
http://asia.mu-mo.net/s/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011025
AAA Mobile
http://aaa-mobile.jp/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011026
mu-mo music for commmons
http://commmons.mu-mo.net
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011027
キセカエ♪mu-mo for Android
http://kisekae-tch.mu-mo.net
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011028
キセカエ♪mu-mo
http://sp-kisekae.mu-mo.net/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011029
mu-mo
http://sp-m.mu-mo.net/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011030
BIGBANG☆ワールド
http://bigbang-world.com
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011031
AAA オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/aaa/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011032
ASIAN2 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/asian2/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011033
DA PUMP オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/dapump/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011034
DiVA オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/diva/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011035
Dream5 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/dream5/index.php
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
Every Little Thing オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/elt/index.html
RIAJ00011036
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011037
GACKT オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/gackt/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011038
globe オフィシャルウェブサイト
http://www.avex.jp/globe/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011039
GTS オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/gts/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
Honey L Days オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/hld/index.html
RIAJ00011040
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011041
ISSA オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/issa_soulja/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011042
JAMOSA オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/jamosa/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011043
Janne Da Arc オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/janne/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011044
Kis-My-Ft2 オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/kismyft2/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011045
lecca オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/lecca/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011046
LISA オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/lisa/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011047
LUNA SEA オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/lunasea/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011048
m.c.A・T オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/mcat/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011049
MASH オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/mash/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011050
MAX オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/max/index.html
ORANGE CARAMEL オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/orangecaramel/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011051
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011052
Q;indivi オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/q_indivi/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011053
SKE48 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/ske48/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011054
SPEED オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/speed/index.html
TETSUYA KOMURO オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/tk/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011055
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
TM NETWORK オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/tm/index.php
RIAJ00011056
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011057
U(城田優) オフィシャルウェブサイト
http://www.avex.jp/u/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011058
V6 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/v6/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011059
ココア男。 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/cocoaotoko/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011060
タッキー＆翼 オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/tackeytsubasa/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011061
デーモン閣下 オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/demonkakka/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011062
ナイトメア オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/nightmare/scums/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
リュ・シウォン オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/ryusiwon/index.html
RIAJ00011063
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011064
安室奈美恵 オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/amuro/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011065
伊藤一朗 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/itoichiro/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011066
伊藤洋介 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/purin/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011067
遠藤真理 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/classics/artist/endo/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011068
加藤和樹 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/kazuki/index.php
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011069
河村隆一 オフィシャルウェブサイト
http://www.avex.jp/ryuichi/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011070
観月ありさ オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/alisa/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011071
玉木 宏 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/tamaki/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011072
元気ロケッツ オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/genki/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011073
黒夢 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/kuroyume/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011074
今井 翼 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/tackeytsubasa/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011075
佐渡 裕 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/classics/artist/sado/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011076
笹川美和 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/sasagawamiwa/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011077
三浦大知 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/daichi/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011078
指原莉乃 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/sashihararino/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011079
持田香織 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/mochida/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011080
紗羅マリー オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/saramary/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011081
上原多香子 オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/uehara/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011082
森 麻季 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/classics/artist/mori/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011083
森恵 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/morimegumi/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011084
仁絵 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/hitoe/index.htm
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011085
石橋 凌 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/ishibashiryo/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011086
前川紘毅 オフィシャルウェブサイト
http://www.avex.jp/hiroki/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011087
大塚 愛 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/ai/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011088
滝沢秀明 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/tackeytsubasa/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011089
椎名ぴかりん オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/pikarin/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011090
辻井伸行 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/classics/artist/tsujii/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011091
島谷ひとみ オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/shimatani/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011092
東京プリン オフィシャルウェブサイト http://avex.jp/purin/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011093
北乃きい オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/kie/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011094
牧野隆志 オフィシャルウェブサイト
http://avex.jp/purin/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011095
鈴木亜美 オフィシャルウェブサイト
http://www.avex.jp/ami/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011096
√5(ルート5) オフィシャルウェブサイト http://avexnet.or.jp/rootfive/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011097
BoA オフィシャルウェブサイト
http://www.avexnet.or.jp/boa/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011098
K-C-O オフィシャルウェブサイト
http://avexnet.or.jp/k-c-o/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011099
MEGARYU オフィシャルウェブサイト http://avexnet.or.jp/megaryu/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011100
misono オフィシャルウェブサイト
http://www.avexnet.or.jp/misono/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011101
sads オフィシャルウェブサイト
http://avexnet.or.jp/sads/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011102
シン・スンフン オフィシャルウェブサイト http://www.avexnet.or.jp/shinseunghun/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011103
圭 オフィシャルウェブサイト
http://avexnet.or.jp/kei/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011104
倖田來未 オフィシャルウェブサイト
http://rhythmzone.net/koda/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011105
小野リサ オフィシャルウェブサイト
http://avexnet.or.jp/onolisa/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011106
水谷豊 オフィシャルウェブサイト
http://avexnet.or.jp/mizutani/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011107
清春 オフィシャルウェブサイト
http://www.avexnet.or.jp/kiyoharu/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011108
聖飢魔II オフィシャルウェブサイト
http://avexnet.or.jp/seikima-ii/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011109
伴 都美子 オフィシャルウェブサイト
http://avexnet.or.jp/van/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011110
浜崎あゆみ オフィシャルウェブサイト http://www.avexnet.or.jp/ayu/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011111
槇原敬之 オフィシャルウェブサイト
http://avexnet.or.jp/makiharanoriyuki/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011112
EXILE オフィシャルウェブサイト
http://exile.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011113
東方神起 オフィシャルウェブサイト
http://toho-jp.net/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
girl next door オフィシャルウェブサイト http://girlnextdoor.jp/index.html
RIAJ00011114
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011115
ICONIQ オフィシャルウェブサイト
http://iconiq.jp/index.html
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エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011116
i☆Ris オフィシャルウェブサイト
http://iris.dive2ent.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
AFTERSCHOOL オフィシャルウェブサイト http://www.after--school.jp/index.html
RIAJ00011117
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011118
安藤裕子 オフィシャルウェブサイト
http://ando-yuko.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011119
iDOL Street オフィシャルウェブサイト http://idolstreet.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011120
AILI オフィシャルウェブサイト
http://ailimusic.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
Acid Black Cherry オフィシャルウェブサイト http://acidblackcherry.net/index.html
RIAJ00011121
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011122
石川マリー オフィシャルウェブサイト http://www.ishikawa-marie.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011123
D☆DATE オフィシャルウェブサイト
http://mv.avex.jp/d-date/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
フレンチ・キス オフィシャルウェブサイト http://mv.avex.jp/french-kiss/
RIAJ00011124
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011125
ワンピース オフィシャルウェブサイト http://mv.avex.jp/onepiece/
頭文字[イニシャル]Ｄ オフィシャルウェブサイト http://mv.avex.jp/initial/initial.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011126
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011127
今井絵理子 オフィシャルウェブサイト http://ellymusic.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011128
KEMURI オフィシャルウェブサイト
http://avex-io.com/kemuri/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011129
岩代太郎 オフィシャルウェブサイト
http://www.avex-io.com/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011130
松平 健 オフィシャルウェブサイト
http://avex-io.com/matsudaira/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011131
谷村新司 オフィシャルウェブサイト
http://avex-io.com/tanimura/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011132
稲森寿世 オフィシャルウェブサイト
http://inamori-hisayo.net/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011133
E-girls オフィシャルウェブサイト
http://e-girls-ldh.jp/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
URATA NAOYA オフィシャルウェブサイト http://uratanaoya.com/index.html
RIAJ00011134
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011135
f(x) オフィシャルウェブサイト
http://www.fx-jp.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011136
a-nation オフィシャルウェブサイト
http://a-nation.net/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011137
m-flo オフィシャルウェブサイト
http://m-flo.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011138
VERBAL オフィシャルウェブサイト
http://m-flo.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011139
大橋トリオ オフィシャルウェブサイト http://ohashitrio.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011140
DEEP オフィシャルウェブサイト
http://d.avexnet.jp/deep/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011141
氣志團 オフィシャルウェブサイト
http://www.kishidan.com/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011142
斎藤 誠 オフィシャルウェブサイト
http://tearbridge.com/saitomakoto/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011143
木山裕策 オフィシャルウェブサイト
http://tearbridge.com/kiyama/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011144
Caravan オフィシャルウェブサイト
http://rhythmzone.net/caravan/
MIHIRO ～マイロ～ オフィシャルウェブサイト http://rhythmzone.net/mihiro/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011145
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011146
SOPHIA オフィシャルウェブサイト
http://rhythmzone.net/soffet/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
□□□(クチロロ) オフィシャルウェブサイト http://www.kuchiroro.com/
RIAJ00011147
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011148
小雪 オフィシャルウェブサイト
http://koyuki.jp/
GOKIGEN SOUND オフィシャルウェブサイト http://tanktoprecords.net/gokigensound/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011149
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011150
若旦那 オフィシャルウェブサイト
http://tanktoprecords.net/wakadanna/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011151
コトリンゴ オフィシャルウェブサイト
http://kotringo.net/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011152
後藤真希 オフィシャルウェブサイト
http://makigoto.tv/index.html
THE SECOND from EXILE オフィシャルウェブサイト http://t-second.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011153
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011154
佐伯ユウスケ オフィシャルウェブサイト http://saekiyouthk.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
THE ROOTLESS オフィシャルウェブサイト http://www.ldh-rootless.jp/index.html
RIAJ00011155
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011156
坂詰美紗子 オフィシャルウェブサイト http://misakosakazume.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
J Soul Brothers オフィシャルウェブサイト http://www.jsoulb.jp/index.html
RIAJ00011157
三代目 J Soul Brothers オフィシャルウェブサイト http://jsoulb.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011158
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011159
JUNO オフィシャルウェブサイト
http://juno-jp.net/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011160
SHU-I オフィシャルウェブサイト
http://shu-i.jp/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011161
BIGBANG オフィシャルウェブサイト
http://ygex.jp/bigbang/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011162
D-LITE. オフィシャルウェブサイト
http://ygex.jp/d-lite/index.html
GD&TOP (from BIGBANG) オフィシャルウェブサイト http://ygex.jp/gdandtop/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011163
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011164
SE7EN オフィシャルウェブサイト
http://ygex.jp/se7en/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011165
YG FAMILY オフィシャルウェブサイト http://ygex.jp/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
SUPER JUNIOR オフィシャルウェブサイト http://superjunior-jp.net/index.html
RIAJ00011166
SUPER JUNIOR-K.R.Y. オフィシャルウェブサイト http://superjunior-jp.net/kry/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011167
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
SUPER☆GiRLS オフィシャルウェブサイト http://supergirls.jp/index.html
RIAJ00011168
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011169
セカイイチ オフィシャルウェブサイト
http://www.sekaiichi.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
ダルビッシュ有 オフィシャルウェブサイト http://darvish-yu.jp/
RIAJ00011170
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011171
谷村奈南 オフィシャルウェブサイト
http://tanimuranana.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
Cheeky Parade オフィシャルウェブサイト http://www.cheekyparade.jp/index.html
RIAJ00011172
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011173
土屋アンナ オフィシャルウェブサイト http://anna-t.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011174
DJ OZMA オフィシャルウェブサイト
http://dj-ozma.com/index.html
東京スカパラダイスオーケストラ オフィシャルウェブサイト http://www.tokyoska.net/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011175
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011176
東京女子流 オフィシャルウェブサイト http://tokyogirlsstyle.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011177
土岐麻子 オフィシャルウェブサイト
http://tokiasako.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
TRICERATOPS オフィシャルウェブサイト http://www.triceratops-tb.jp/index.html
RIAJ00011178
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011179
Do As Infinity オフィシャルウェブサイト http://www.d-a-i.com/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011180
TRIPLANE オフィシャルウェブサイト http://www.triplane.jp/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011181
Dream オフィシャルウェブサイト
http://dream-ldh.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011182
中川あゆみ オフィシャルウェブサイト http://nakagawaayumi.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011183
BACK-ON オフィシャルウェブサイト http://www.back-on.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011184
BiS オフィシャルウェブサイト
http://www.brandnewidolsociety.org/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011185
hitomi オフィシャルウェブサイト
http://hitomilovelife.net/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011186
ふくい舞 オフィシャルウェブサイト
http://fukuimai.net/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011187
moumoon オフィシャルウェブサイト
http://www.moumoon.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011188
May J. オフィシャルウェブサイト
http://www.may-j.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
MONKEY MAJIK オフィシャルウェブサイト http://monkeymajik.binylrecords.com/
RIAJ00011189
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011190
YU-KI オフィシャルウェブサイト
http://yu-kiweb.avexnet.or.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011191
U-KISS オフィシャルウェブサイト
http://u-kiss.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011192
Rabbit オフィシャルウェブサイト
http://conglorabbit.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011193
ラムジ オフィシャルウェブサイト
http://lambsey.com/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011194
LOVE オフィシャルウェブサイト
http://locomusic.jp/love/index.html
RYO the SKYWALKER オフィシャルウェブサイト http://riddimzone.net/ryo/
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011195
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011196
LOW IQ 01 オフィシャルウェブサイト http://www.lowiq01.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011197
JONTE オフィシャルウェブサイト
http://jonte.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011198
2NE1 オフィシャルウェブサイト
http://www.2ne1.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011199
TRF オフィシャルウェブサイト
http://trf.avexnet.or.jp/index.html
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011200
高島礼子 オフィシャルウェブサイト
http://takashima-reiko.jp
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011201
スマプラミュージック
sp-music.jp
エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社
RIAJ00011202
スマプラムービー
sp-movie.jp
RIAJ00013001
コナミネットDX（ドコモ/着うた）
http://idx.konami.net/idx/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ00013002
コナミネットDX（KDDI/着うた）
http://edx.e.konami.net/edx/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ00013003
コナミネットDX（SoftBank/着うた）
http://jdx.j.konami.net/jdx/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ00013007
週刊コナミ（ドコモ/動画配信）
http://ide.i.konaminet.jp/ide/index.php?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ00013008
週刊コナミ（Softbank/動画配信）
（予定）
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ00013011
着信★うた♪
http://uta.573.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ00014001
テイチクモバイル
http://teichiku-mobaile.jp/uta/
株式会社テイチクエンタテインメント
RIAJ00014002
テイチクモバイルフル
http://teichiku-mobaile.jp/full/
株式会社テイチクエンタテインメント
RIAJ00014003
テイチクエンタテインメント
http://www.teichiku.co.jp
株式会社テイチクエンタテインメント
RIAJ00015001
BeeTV
http://beetv.jp/
エイベックス通信放送株式会社
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dマーケット VIDEO ストア powered by BeeTV http://video.dmkt-sp.jp/
RIAJ00015002
エイベックス通信放送株式会社
RIAJ00016001
BounDEE フル
http://boundee.com
バウンディ株式会社
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社
RIAJ00017001
mu-mo for LAWSON
エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社
RIAJ00017002
Bee TV for LAWSON
RIAJ10001052
レコチョク
http://recochoku.jp
株式会社レコチョク
RIAJ10001055
dミュージック powered by レコチョク http://music.dmkt-sp.jp
株式会社レコチョク
RIAJ10001057
Music Store powered by レコチョク
https://musicstore.auone.jp
株式会社レコチョク
RIAJ10001059
レコチョク plus+
株式会社レコチョク
RIAJ10001060
dヒッツ powered by レコチョク
http://selection.music.dmkt-sp.jp
株式会社レコチョク
RIAJ10001062
レコチョク Best
http://recochoku.jp/best/
株式会社レコチョク
RIAJ10001063
ひかりTVミュージック
http://music.hikaritv.net/
株式会社レコチョク
RIAJ10001064
dミュージック月額コース
https://monthly.music.dmkt-sp.jp
株式会社レコチョク
RIAJ10001066
replay
株式会社レコチョク
RIAJ10001067
PlayPASS Music Player
株式会社レコチョク
RIAJ10003001
レコうた
http://recouta.jp
日本レコード商業組合
RIAJ10004001
オリコンスタイル
http://song.oricondd.co.jp/webapp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004002
オリコンスタイルフル
http://full.oricondd.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004003
オリコン洋楽タウン
http://yfull.oricondd.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004004
オリコンインディーズ★フル
http://ifull.oricondd.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004005
オリコン洋楽CooLoveR
http://cuta.oricondd.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004010
オリコンサウンド
http://imelo.oricondd.co.jp/servlets/oricon.TopHitNextPage
株式会社oricon ME
RIAJ10004013
オリコン歌詞
http://lyricsoricondd.com/
株式会社oricon ME
http://imelo.oricondd.co.jp/servletsEnt/oricon.EntTopPage?uid=NULLGWDOCOMO 株式会社oricon ME
RIAJ10004014
オリコン音楽情報
RIAJ10004019
オリコンCooLoveRフル
http://cfull.oricondd.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004020
froute.jpフル
http://froute.oricondd.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004022
オリコン公式アニメフル
http://afull.oricondd.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004023
オリコンベストヒットフル
http://bfull.oricondd.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004024
オリコン♪コール
http://rbt.oricondd.co.jp
株式会社oricon ME
RIAJ10004025
オリコンタイアップフル
http://tfull.oricondd.co.jp
株式会社oricon ME
RIAJ10004026
オリコンビデオクリップ
http://video.oricondd.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004027
オリコンパワーネクストフル
http://pfull.oricondd.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004028
オリコンミュージックストアアプリ
http://music.oricon.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10004037
オリコンNEWS＋
http://newsplus.oricon.co.jp
株式会社oricon ME
RIAJ10004038
オリコンミュージックストア
http://music.oricon.co.jp/
株式会社oricon ME
RIAJ10005001
dwango.jp☆取放題
http://m.b.nu/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005002
アニメロミックス
http://i-ani.b.nu/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005003
dwango.jp(うた)
http://i-cd.b.nu/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005004
K-POP Life
http://i-mv.b.nu/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005005
dwango.jp(フル)
http://i-cdf.b.nu/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005006
アニメロ★うた
http://i-acd.b.nu/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005007
dwango.jp(デコメ)
http://i-deco.b.nu/?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005008
Free dwango.jp(デコメ)
http://i-decoz.b.nu/?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005009
超！アニメロ
http://i-acdf.b.nu/?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005010
ビルボード公式
http://i-bbd.b.nu/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005011
ビルボード公式フル
http://i-bbdf.b.nu/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005013
dwango.jp（フルプラス）
http://ez-cdfp.b.nu/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005014
ビルボード公式フルプラス
http://ez-bbdfp.b.nu/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005015
超！アニメロ（フルプラス）
http://ez-acdfp.b.nu/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005017
dwango.jp(Android)
http://music.dwango.jp/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005018
アニメロミックス（iPhone）
http://music.animelo.jp/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005019
dwango.jp 取放題×ｳｨﾙｺﾑ
http://willcom-melo.dwango.jp/
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005020
ビルボード公式(iPhone)
http://billboard-official.dwango.jp/i
株式会社ドワンゴ
RIAJ10005021
ドワンゴジェイピー for スゴ得
https://www.dcm-b.jp/cs/cpsite.html?id=01cpn253001
株式会社ドワンゴ
RIAJ10006001
mora
http://mora.jp/
株式会社レーベルゲート
RIAJ10006008
Play Station Store
Play Station Store
株式会社レーベルゲート
RIAJ10006010
Musicclips
Lismo Wave
株式会社レーベルゲート
RIAJ10007001
アップフロントビデオ。
http://ufv.jp/
株式会社アップフロントワークス
RIAJ10007002
公認！アップフロント着信。
http://ztm.jp/
株式会社アップフロントワークス
RIAJ10007003
公認！アップフロント着信。フル
http://ufw-full.jp/
株式会社アップフロントワークス
RIAJ10008001
アニメ特撮GPX
http://www.anime-tokusatsu-gpx.com/mobile/
JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008002
アニメ特撮GPXフル
http://www.anime-tokusatsu-gpx.com/mobile_full
JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008003
PROメロ♪
http://www.promelo.com/mobile/
JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008004
メロディでっせ♪
http://m.mdesse.net/
JVCネットワークス株式会社
http://www.hashire-yo-gaku.com/cgi-bin/vd/index.cgi?uid=1&sid=AYH9 JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008005
走れ!洋楽.com
RIAJ10008006
うたざんまい♪
http://www.keitai-indies.com/mobile/
JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008007
うたざんまい♪フル
http://www.keitai-indies.com/mobile_full/
JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008008
mobile indies
http://melo.m-indies.com/mobile/
JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008009
CLIP！
http://mov.jvc-ent.com/cgi-bin/dc/index.cgi?uid=NULLGWDOCOMO JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008010
アニメ特撮GPXムービー
http://mov.anime-tokusatsu-gpx.com/
JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008011
動画ウルトラヒーローズ
http://www.douga-ultra-heroes.com/mobile/
JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008012
最新CM直送便
http://www.cmchoku.com/mobile/
JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008013
ビクター★エンタメロディ
http://enta.jvc-ent.com/ez/index.cgi
JVCネットワークス株式会社
RIAJ10008014
アニメ特撮ＧＰＸストア
JVCネットワークス株式会社
RIAJ10009001
ＭｙＳｏｕｎｄウタ
http://ymh.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009002
ＭｙＳｏｕｎｄメロ
http://ymh.jp/m
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009003
ＭｙＳｏｕｎｄフル
http://ymh.jp/uf
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009004
Ｍｅｌｏｄｉｃ Loverメロ
http://ymh.jp/d
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009005
Ｍｅｌｏｄｉｃ Loverウタ
http://ymh.jp/r
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009006
Ｍｅｌｏｄｉｃ Loverフル
http://ymh.jp/a
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009008
美音セレブオルゴール
http://ymh.jp/o
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009010
ピアノハーツ
http://ymh.jp/p
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009011
エレっちゃ！
http://ymh.jp/h
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009012
ＭｙＳｏｕｎｄ洋楽メロ
http://ymh.jp/s
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009013
ＭｙＳｏｕｎｄ洋楽ウタ
http://ymh.jp/sp
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009014
MySound
http://mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009015
MySoundカラオケ
http://ymh.jp/k
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009016
ＭｙＳｏｕｎｄ洋楽フル
http://ymh.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009017
美音オルゴールラウンジ
http://ymh.jp/t
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009018
MySound
アプリ展開の為無し
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009019
懐メロMySound
http://www.nmelo.ymh.jp
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009020
アニメMySound
http://anime.ymh.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009021
MySound フル
http://f.mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009022
MySound ウタ
http://u.mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009023
MySound メロ
http://m.mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009024
美音セレブオルゴール
http://o.mysound.jp
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009025
アニメ★MySound
http://anime.mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009026
MySound洋楽×Club
http://c.mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009027
懐メロMySound
http://n.mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
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RIAJ10009028
ゴルゴンゾーラ Z
http://gorgon.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009029
MySound コール
http://ymh.jp/call
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009030
MySound コール
http://call.mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009031
MySound フル（iphone）
http://f.mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009032
MySound ウタ（iphone）
http://u.mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009033
MySound メロ（iphone）
http://m.mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10009034
ＭySoundコール（iphone）
http://call.mysound.jp/
株式会社ヤマハミュージックメディア
RIAJ10010001
テツ（ラルク アン シエル）
http://tetsu-tetsu.com/
クワトロメディア株式会社
RIAJ10011001
syncl：シンクル
http://www.syncl.jp
ブレインシンク株式会社
RIAJ10012001
HMV DIGITAL
http://www.hmv.co.jp/digital/
HMVジャパン株式会社
RIAJ10012002
HMV うたフル
http://hmvfull.com
HMVジャパン株式会社
RIAJ10012003
HMV うたメロ
http://hmvuta.com
HMVジャパン株式会社
RIAJ10013001
うた@トイズファクトリー
http://toys-uta.jp/
株式会社トイズファクトリー
RIAJ10013002
うた@トイズファクトリー フル
http://toys-full.jp/
株式会社トイズファクトリー
RIAJ10014001
BEING GIZA STUDIO
http://isong.being.co.jp
株式会社ゼット
RIAJ10014002
BEING GIZA STUDIO
http://ezsong.being.co.jp
株式会社ゼット
RIAJ10014003
BEING GIZA STUDIO
http://vsong.being.co.jp
株式会社ゼット
RIAJ10014004
ビーイングギザ★フル
http://full-isong.being.co.jp
株式会社ゼット
RIAJ10014005
BEING GIZA STUDIO FULL
http://full-ezsong.being.co.jp
株式会社ゼット
RIAJ10014006
BEING GIZA STUDIO FULL
http://full-vsong.being.co.jp
株式会社ゼット
RIAJ10014007
BEING GIZA チャネル
http://i-channel.being.co.jp
株式会社ゼット
RIAJ10014008
BEING GIZA STUDIO 聴きメロ
http://ezmelo.being.co.jp
株式会社ゼット
RIAJ10014009
BEING GIZA STUDIO 聴きメロ
http://imelo.being.co.jp
株式会社ゼット
RIAJ10014010
BEING GIZA mobile TV
http://mobile-tv.being.co.jp
株式会社ゼット
RIAJ10014011
BEING GIZA mobile TV plus
http://mobile-tv.being.co.jp/plus/
株式会社ゼット
RIAJ10014012
BEING GIZA フル ムービー
http://full-ezmovie.being.co.jp
株式会社ゼット
RIAJ10014013
新着コマーシャル BOX
http://i-cmbox.biz.biglobe.ne.jp/jsp/top.jsp?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社ゼット
RIAJ10014014
新着コマーシャル BOX
http://e-cmbox.biz.biglobe.ne.jp/jsp/top.jsp
株式会社ゼット
RIAJ10014015
新着コマーシャル BOX
http://j-cmbox.biz.biglobe.ne.jp/jsp/top.jsp?uid=1&sid=AGZ2&pid=P563 株式会社ゼット
RIAJ10014016
CM リアルメロディ
http://isong.biz.biglobe.ne.jp/jsp/top.jsp?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社ゼット
RIAJ10014017
CM リアルメロディ
http://ezsong.biz.biglobe.ne.jp/jsp/top.jsp
株式会社ゼット
RIAJ10014018
CM リアルメロディ
http://vsong.biz.biglobe.ne.jp/jsp/top.jsp?uid=1&sid=AIP2&pid=P563
株式会社ゼット
RIAJ10014019
ビーイングギザ★フル＋
http://fp-ezsong.being.co.jp/
株式会社ゼット
RIAJ10015002
Musing
http://musing.jp/
BGV．JP株式会社
RIAJ10016001
CD Jounal.com
http://www.cdjournal.com/
株式会社音楽出版社
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
RIAJ10017001
Music Unlimited
https://music.sonyentertainment.com/
RIAJ10018001
UULA
http://uula.jp/
株式会社UULA
RIAJ10018002
UULA Music
株式会社UULA
エイベックス・プランニング&デベロップメント株式会社
RIAJ10019001
avex artist academy
http://aaa.avex.jp/index.html
エイベックス・プランニング&デベロップメント株式会社
RIAJ10019002
JSDA
http://jada.info
エイベックス・プランニング&デベロップメント株式会社
RIAJ10019003
avex dance master
http://dancemaster.avex.jp/index.html
RIAJ10020001
LINE MUSIC
アプリ展開の為無し
LINE MUSIC株式会社
RIAJ10021001
ANIUTA（アニュータ）
http://aniuta.co.jp
株式会社アニュータ
RIAJ10022001
AWA(iOSアプリ)
アプリのためなし
AWA株式会社
RIAJ10022002
AWA(Androidアプリ)
アプリのためなし
AWA株式会社
ブルー・ミュージックエンタテインメント公式サイト http://www.bluemusic.co.jp
株式会社ブルー・ミュージックエンタテインメント
RIAJ10023001
RIAJ20001001
ｱｰﾃｨｽﾄ公式ｻｳﾝﾄﾞ
http://sound.artistofficial.com/
株式会社MLJ
RIAJ20001002
ｱｰﾃｨｽﾄ公式ｻｳﾝﾄﾞﾌﾙ
http://full.artistofficial.com/
株式会社MLJ
RIAJ20001003
ｲﾝﾃﾞｨｰｽﾞ公式ｻｳﾝド
http://indies.artistofficial.com/
株式会社MLJ
RIAJ20001004
ｲﾝﾃﾞｨｰｽﾞ公式ｻｳﾝﾄﾞﾌﾙ
http://ind.full.artistofficial.com/
株式会社MLJ
RIAJ20001005
ﾜﾀﾅﾍﾞ☆ﾋｯﾄﾊﾟﾚｰﾄﾞ
http://www.watanabe-hits.com/
株式会社MLJ
RIAJ20001006
ﾜﾀﾅﾍﾞ☆ﾋｯﾄﾊﾟﾚｰﾄﾞﾌﾙ
http://www.full.watanabe-hits.com/
株式会社MLJ
RIAJ20001007
こころを癒す音楽
http://www.globalexotica.net/
株式会社MLJ
RIAJ20001008
こころを癒す音楽フル
http://fulls.globalexotica.net/
株式会社MLJ
RIAJ20001009
Alani♪ｱﾛﾊｻｳﾝﾄﾞ
http://www.alohasounds.com/
株式会社MLJ
RIAJ20001010
アーティスト公式メロ
http://melo.artistofficia.com/l
株式会社MLJ
Angelo/キリト オフィシャルモバイルサイト http://www.angelomobile.com
RIAJ20001011
株式会社MLJ
RIAJ20001012
SOULHEAD オフィシャルサイト
http://soulheadmobile.info/
株式会社MLJ
RIAJ20002001
長渕剛Mobile
http://nagabuchi.tpm.jp
株式会社オフィス レン
RIAJ20003001
アニ★ロコ
http://mu-anime.handybitway.com/
株式会社スコップ・ミュージック
RIAJ20003002
アニ★ロコ
http://mu-anime-i.handybitway.com/
株式会社スコップ・ミュージック
RIAJ20003003
アニ★ロコ
http://mu-anime-v.handybitway.com/
株式会社スコップ・ミュージック
RIAJ20003004
アニ★ロコ うたフル
http://mu-animefull.handybitway.com/
株式会社スコップ・ミュージック
RIAJ20003005
アニ★ロコ うたフル
http://mu-animefull-i.handybitway.com/
株式会社スコップ・ミュージック
RIAJ20003006
アニ★ロコ うたフル
http://mu-animefull-v.handybitway.com/
株式会社スコップ・ミュージック
RIAJ20003007
アニ★ロコ キャラ＆声優
http://mu-animewall.handybitway.com/
株式会社スコップ・ミュージック
RIAJ20003008
アニ★ロコ キャラ＆声優
http://mu-animewall-v.handybitway.com/
株式会社スコップ・ミュージック
RIAJ20003009
アニ★ロコ トーク
http://mu-animetalk.handybitway.com/
株式会社スコップ・ミュージック
RIAJ20004001
アミュモバ☆フル
http://www.amuse.co.jp/full
株式会社アミューズ
RIAJ20004002
アミューズうた・ムービー
http://amuse-ez.jp/amuse/html/uta/top.asp
株式会社アミューズ
RIAJ20004003
アミューズうた・ムービー
http://www.mobile-amuse.com/j/3GC/uta/top.html
株式会社アミューズ
RIAJ20005001
ゴーイングオンライン
http://goingunderground.jp/
有限会社アクアミュージックプロダクツ
RIAJ20006001
MSE～ねっと
http://mse-plus.jp
株式会社MSエンタテインメント・プラス
RIAJ20007001
わたおん
http://wataon.jp
株式会社ワタナベエンターテインメント
RIAJ20009001
DCT garden.com (PC)
http://www.dctgarden.com
株式会社ディーシーティーガーデン
RIAJ20009002
DCT garden (モバイル)
http://www.dctgarden.com
株式会社ディーシーティーガーデン
RIAJ20010001
JAME HOMEPAGE
http://www.jame.or.jp
社団法人日本音楽事業者協会
RIAJ20011001
Yuming Mobile
http://yuming-mobile.com
株式会社エンターメディア
RIAJ20012001
AKB48公式サイト
http://wwwakb48.co.jp/
株式会社AKS
RIAJ20012002
AKB48 DVD＆CD カタログ
http://www.akb48-dvdcatalog.com/
株式会社AKS
RIAJ20012003
SKE48公式サイト
http://www.ske48.co.jp/
株式会社AKS
RIAJ20012004
SKE48 DVD カタログ
http://shop.ske48-dvdcatalog.com/
株式会社AKS
RIAJ20012005
HKT48公式サイト
http://www.hkt48.jp/
株式会社AKS
RIAJ20012006
HKT48 DVD＆CD カタログ
http://shop.hkt48-dvdcatalog.com
株式会社AKS
RIAJ30001001
D-Soundモバイル
http://ez.music-daiki-sound.jp/full/action4.go
ダイキサウンド株式会社
RIAJ30001002
D-Soundモバイル
http://i.music-daiki-sound.jp/full/dsound/
ダイキサウンド株式会社
RIAJ30001003
D-Soundモバイル
http://y.music-daiki-sound.jp/full/action2.go
ダイキサウンド株式会社
RIAJ30001004
トレジャーボトル
http://ez-treasure.music-daiki-sound.jp/full/action5.go
ダイキサウンド株式会社
RIAJ30001005
SHOP-T.V.モバイルうた
http://stvez.music-daiki-sound.jp/kddi/ms2v2/wap/shoptvk
ダイキサウンド株式会社
http://stvi.music-daiki-sound.jp/doco/ms2/wap/shoptvd/?uid=NULLGWDOCOMO ダイキサウンド株式会社
RIAJ30001006
SHOP-T.V.モバイルうた
RIAJ30001007
SHOP-T.V.モバイルうた
http://stvy.music-daiki-sound.jp/sofb/ms2v2/wap/shoptvs/
ダイキサウンド株式会社
RIAJ30001007
トレジャーボトル
http://music-daiki-sound.jp/pc/pc.html
ダイキサウンド株式会社
RIAJ30002001
No.1ロクレゲヒップ天国
http://rrh.radars.jp/ez/
株式会社 レーダーズ
RIAJ30002002
ジャパレゲ♪ONE LOVE
http://rideon.tv/ezx/
株式会社アイロゴス
RIAJ40001001
Napster
http://www.napster.jp
ナップスタージャパン株式会社
RIAJ40001002
ナップスター♪タワレコ公式
http://mobile.napster.jp/iuta
ナップスタージャパン株式会社
RIAJ40001003
ナップスター♪タワレコ公式
http://mobile.napster.jp/ezuta
ナップスタージャパン株式会社
RIAJ40001004
ナップスター♪タワレコ公式フル
http://mobile.napster.jp/ifull
ナップスタージャパン株式会社
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RIAJ40001005
ナップスター♪タワレコ公式フル
http://mobile.napster.jp/ezfull
ナップスタージャパン株式会社
RIAJ40001006
ナップスター♪タワレコチャンネル
http://ich.mobile.napster/freeich/top.html
ナップスタージャパン株式会社
RIAJ40001007
ナップスター♪♪♪NO.1
http://isub.mobile.napster.jp/isub
ナップスタージャパン株式会社
RIAJ40002001
レゲエ♪RAGGADIO
http://ez.rastadio.com/reggae/index.jsp
株式会社オフィスフォーティー
RIAJ40002002
フルレゲエ♪RAGGADIO
http://ez-full.raggadio.com/main/top.php
株式会社オフィスフォーティー
RIAJ40002003
レゲエ☆call♪RAGGADIO
http://ez-call.raggadio.com/main/top.php
株式会社オフィスフォーティー
RIAJ40002004
レゲエ♪RAGGADIO
http://i.raggadio.com/main/top.php
株式会社オフィスフォーティー
RIAJ40002005
レゲエ♪RAGGADIOフル
http://i-full.raggadio.com/main/top.php
株式会社オフィスフォーティー
RIAJ40002006
レゲエ♪RAGGADIO
http://s.raggadio.com/main/
株式会社オフィスフォーティー
RIAJ40003001
CX ｱｰﾃｨｽﾄNUDE
http://artnude.tpm.jp/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003002
ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞKIDSmobile
http://mobile.fujitvkids.jp/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003003
HIMURO.COM
http://himuro.tpm.jp/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003004
ﾔｲｺ＠青空
http://yazr.tpm.jp/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003005
着ﾋｯﾄMusic
http://hit.tpm.jp
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003006
着ｸﾗﾌﾞMusic
http://club.tpm.jp
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003007
着ｲﾝﾃﾞｨｰｽﾞMusic
http://max.tpm.jp
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003008
着ﾋｯﾄMusic◎ﾌﾙ
http://full.tpm.jp
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003009
着ﾋｯﾄMusic◎ﾌﾙ
http://hitfull.tpm.jp
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003010
うたｺﾝｸﾞ
http://super.utakong.com/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003011
うたｺﾝｸﾞ
http://utakong.com/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003012
The クラシック
http://classic.utakong.com/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003013
映画番長
http://cinema.utakong.com/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003014
九州男
http://kusuo.tmp.jp/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003015
SMA★アーティスト
http://smam.jp/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003016
レ・フレール
http://lesfreres.tpm.jp/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003017
東京24区
http://tokyo24-ku.tpm.jp/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003018
ロックンロールモバイル
http://rrmobile.jp
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003019
BUCK-TICK
http://bt-m.tpm.jp/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003020
MINMI
http://minmi.tpm.jp/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003022
ROCKS
http://rocks.vc/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003023
creativemanTV
http://creativemantv.jp/
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40003024
buck-tick 定額聴き放題
http://music.buck-tick.com
株式会社ナノ・メディア
RIAJ40004001
ｉまるごとステーション
http://i.marusute.jp
株式会社ビデオマーケット
RIAJ40004002
まるごとステーション
http://e.marusute.jp
株式会社ビデオマーケット
RIAJ40004003
まるごとステーション
http://s.marusute.jp
株式会社ビデオマーケット
RIAJ40004004
ｉαまるステフル
http://full-i.marusute.jp
株式会社ビデオマーケット
RIAJ40004005
まるステフル
http://full-e.marusute.jp
株式会社ビデオマーケット
RIAJ40004006
まるステフル
http://v.marusute.jp
株式会社ビデオマーケット
RIAJ40004007
ビデオマーケットプラットフォーム
http://qtv.co.jp
株式会社ビデオマーケット
RIAJ40005001
i-MUSIC（アイミュージック）
http://i-music.tv/
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005002
i-MUSIC FULL（アイミュージックフル） http://full.i-music.tv/
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005003
CLUB Black&Goldウタ
http://bguta.i-music.tv/
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005004
クラブ系Black&Gold
http://bg.i-music.tv/
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005005
クラブ系Black&Gold
http://jama.i-music.tv/
株式会社ミュージックエアポート
i-MUSIC MIX（アイミュージックミックス） http://mixa.i-music.tv/
RIAJ40005006
株式会社ミュージックエアポート
i-MUSIC CINEMA FULL（アイミュージックシネマフル） http://cinemad.i-music.tv/
RIAJ40005007
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005008
iうた取り放題（アイウタトリホウダイ） http://i-uta.jp/
株式会社ミュージックエアポート
iうた取りホーダイ￥２９８（アイウタトリホウダイニーキュッパ） http://hodai.jp/
RIAJ40005009
株式会社ミュージックエアポート
聴かせるi-MUSIC（キカセルアイミュージック） http://kikaseru.i-music.tv/
RIAJ40005010
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005011
ｉ映画アニメホーダイ
http://i-eiga.hodai.jp/
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005012
One Love Call
http://onelovecall.com/
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005013
聴かせるi-MUSIC
http://kikaserusb.i-music.tv/
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005014
レコうた★アニメ
http://anime.recouta.jp
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005015
iめろ聴きホーダイ￥198
http://melo.hodai.jp
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005016
iうた取り放題ミニ
http://mini.i-uta.jp
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40005017
iうた★取り放題
sp.i-uta.jp
株式会社ミュージックエアポート
RIAJ40006001
速報MUSICｻｰﾁ
http://39e.jp
株式会社インデックス
RIAJ40007007
魔法のｉらんどTV
http:maho.tv/
株式会社魔法のｉらんど
RIAJ40008001
ClubMelo
http://clubmelo.com/
株式会社グリオ
RIAJ40008002
ClubMeloうた
http://realmelo.com/
株式会社グリオ
RIAJ40008003
ClubMeloフル
http://realmusic.jp/
株式会社グリオ
RIAJ40008004
ClubMelo 999
http://999.clubmelo.com/
株式会社グリオ
RIAJ40008005
最強クラブ系
http://s-gal.com/
株式会社グリオ
RIAJ40008006
最強クラブ系フル
http://s-full.com/
株式会社グリオ
RIAJ40008007
ClubMelo-call
http://call.clubmelo.com/
株式会社グリオ
RIAJ40009001
超3G品質・ｼﾈﾏDX
http://cinemelo.ifsc.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009006
・Music・MODE・
http://ifull.fduta.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009007
・ﾗﾌﾞ・MusicﾌﾙMODE
http://musicfull.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009008
・@ﾌﾙMusic取り放題
http://utafree.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009009
・ﾗﾌﾞMusic・ﾌﾙPV・
http://fullpv.jp/index.php?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009010
★Ｍｕｓｉｃ♪ＭＯＤＥ★
http://v.fduta.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009011
ＩラブＭｕｓｉｃフルＭＯＤＥ
http://vfull.fduta.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009012
超3G品質☆シネマDX
http://cinemelo.efsc.jp/cgi-bin/topindex.cgi
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009013
超3G品質☆アニメDX
http://animelo.efsc.jp/cgi-bin/topindex.cgi
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009015
★Music♪MODE★
http://k.fduta.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009016
I ﾗﾌﾞMusicﾌﾙMODE
http://efull.fduta.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009017
I＠ﾌﾙMusic取り放題
http://utafree-s.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009018
I＠Music取り放題
http://j.uta-free.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009019
・@ｸﾗｼｯｸﾌﾙ・取放題
http://utafree-c.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009020
・@懐メロフル・取放題
http://natsumero-full.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009021
アニソンフル取り放題
http://ani-uta.com/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009022
シネマうたフル取り放題
http://cinema-uta.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
N245：うたフル♪取り放題（DOCOMO/着うたフル取り放題） http://alltoriho.com/
RIAJ40009023
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009027
N254：うたDX 取り放題♪
http://utadx.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009028
J245：ウタフル♪BEST取放題
http://alltoriho-s.com/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009029
J250：アニソン★BEST取放題
http://anibest.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009030
N252：高音質 ウタ放題!!
http://highuta.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009031
I LOVE☆Music PV
http://s.fullpv.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009032
I@フルアニメ取り放題
http://ani-uta-s.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009033
高音質ウタ放題！！
http://highuta.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009034
うたDX取放題♪
http://utadx.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009035
高音質うた＆フルPV
http://kouonshitsu.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009036
うたDX☆取放題♪
http://k-utadx.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009037
高画質MUSICフルPV（Docomo）
http://hmusicpv.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009038
高画質MUSICフルPV（Softbank）
http://s.hmusicpv.jp/
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009039
超画質music×PV（DoCoMo）
http://hqpv.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009040
超画質music×PV（Softbank）
http://s.hqpv.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009041
超音質music×（DoCoMo）
http://hqmusic.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
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RIAJ40009042
超音質musicX (au)
http://k.hqmusic.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009043
超音質♪music×（Softbank）
http://s.hqmusic.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009044
I★ラブMusicフルPV（au）
http://k.love-fullpv
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009045
うたＤＸフル（DoCoMo）
utadxfull.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009046
うたＤＸフル♪（Softbank）
s.utadxfull.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009047
うたDX PV動画（DoCoMo）
utadxpv.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40009048
うたDX PV動画（Softbank）
s.utadxpv.jp
株式会社フォーサイド・ドット・コム
RIAJ40010001
ベストヒットJ-POP
http://besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010002
ベストヒット洋楽
http://pops.besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010003
ベストヒットアニメTV
http://tv.besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010004
ベストヒットJ-TRANCE
http://trans.besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010006
ベストヒット★シネマ
http://cinema.besthit.jp/v/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010008
S!tunes Mobile
http://stunes.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010009
ベストヒットJ-POPフル
http://full.besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010010
ベストヒット洋楽フル
http://yfull.besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010011
あにめ屋本舗
http://ftv.besthit.jp/v/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010012
ベストヒットMUSICフル
http://mfull.besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010013
ベストヒットCLUBフル
http://fclub.besthit.jp/v/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010015
BESTHIT POPSFULL
http://stevefull.besthit.jp/s/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010016
ベストヒット音楽video
http://movie.besthit.jp/v/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010017
ベストヒットMUSIC動画
http://i.music.besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010020
ベストヒット動画
http://i.donga.besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010021
ベストヒットハリウッド＋
http://hollywood.besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010022
ベストヒットグラビアフル
http://i.gravure.besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40010023
ベストヒットアニメ動画
http://i.anime.besthit.jp/
アクセルマーク株式会社
RIAJ40011001
ポケメロJOYSOUND
http://poke.jp/pokemelo
株式会社エクシング
RIAJ40011002
ポケうたJOYSOUND
http://poke.jp/pokeuta/
株式会社エクシング
RIAJ40011003
うたフルJOYSOUND
http://poke.jp/utafull/
株式会社エクシング
RIAJ40011004
JOYSOUNDうた×フル(Android)
株式会社エクシング
RIAJ40011005
JOYSOUNDフル
株式会社エクシング
http://song-gws.mechamelo.net/song/SongTop?uid=NULLGWDOCOMO(DoCoMo) インフォコム株式会社
RIAJ40012001
めちゃうた
RIAJ40012002
めちゃうた
http://song-gws.mechamelo.net/song/SongTop(SoftBank/au)
インフォコム株式会社
RIAJ40012003
めちゃうたフル
http://song-gws.mechamelo.net/full/FullTop
インフォコム株式会社
RIAJ40012004
めちゃうたフル
http://sp.music.mrcha.cc/full/
インフォコム株式会社
RIAJ40013001
ARTIST DELI
http://www.a-deli.com/
グローバル・プラス株式会社
RIAJ40013002
ARTIST DELI うた
http://uta.a-deli.com/
グローバル・プラス株式会社
RIAJ40013003
ARTIST DELI フル
http://full.a-deli.com/
グローバル・プラス株式会社
RIAJ40013004
ARTIST PLUS
http://www.a-deli.com/plus/
グローバル・プラス株式会社
RIAJ40013005
LE-CIEL NET
http://www.a-deli.com/larc/
グローバル・プラス株式会社
RIAJ40013006
SPITZ mobile
http://spimo.net/
グローバル・プラス株式会社
RIAJ40014001
着信メロディGIGA
http://e450.giga.co.jp/jsp/top.jsp
株式会社フェイス・ワンダワークス
RIAJ40014002
着信メロディGIGA
http://www.gez.giga.co.jp/jsp/top.jsp
株式会社フェイス・ワンダワークス
RIAJ40014003
ＧＩＧＡ MUSIC フル
http://gmsc.giga.co.jp/jsp/top.jsp
株式会社フェイス・ワンダワークス
RIAJ40014004
短編動画ちゃん
http://www.giga.co.jp/sp/miranca
株式会社フェイス・ワンダワークス
RIAJ40014005
GIGA ッ ch ビデオクリップ
http://gvc.giga.co.jp/jsp/top.jsp
株式会社フェイス・ワンダワークス
RIAJ40014006
GIGA エンタメロディ【docomo】
http://e450.giga.co.jp/jsp/top.jsp
株式会社フェイス・ワンダワークス
RIAJ40014007
GIGA うたフル【docomo】
http://e451.giga.co.jp/jsp/top.jsp
株式会社フェイス・ワンダワークス
RIAJ40014008
GIGA うたフル（au）
http://gmsc.giga.co.jp/jsp/top.jsp
株式会社フェイス・ワンダワークス
RIAJ40014009
GIGA うたフル（softbank）
http://gmsc.giga.co.jp/jsp/top.jsp
株式会社フェイス・ワンダワークス
RIAJ40014010
GIGA TV (au)
http://tv.giga.co.jp/jsp/top.jsp
株式会社フェイス・ワンダワークス
RIAJ40014011
GIGA TV (Android)
http://tv.giga.co.jp/jsp/top.jsp
株式会社フェイス・ワンダワークス
RIAJ40015001
music.jp超高音質
http://chaku.music.co.jp/chaku/default.asp?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015002
music.jp超高音質
http://coco.music.co.jp/coco/default.asp
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015003
music.jp超高音質
http://coco-j.music.co.jp/coco-j/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015004
music.jpフル
http://full-i.music.jp/default.asp?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015005
music.jpフル
http://full-e.music.jp/default.aspx
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015006
music.jpフル
http://full-vf.music.jp/default.aspx
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015007
music.jp洋楽
http://yougaku-i.music.jp/default.asp?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015008
music.jp洋楽
http://yougaku-ez.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015009
music.jp洋楽
http://yougaku-vf.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015010
music.jp洋楽フル
http://yougakufull-i.music.jp/?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015011
music.jp洋楽フル
http://yougakufull-ez.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015012
music.jp洋楽フル
http://yougakufull-y.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015013
music.jp取り放題
http://melo.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015014
music.jp取り放題
http://melo.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015015
music.jp取り放題
http://melo.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015016
music.jpｱﾆﾒ&ｹﾞｰﾑ
http://dc1.agmusic.jp/me/1/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015017
music.jpｱﾆﾒ&ｹﾞｰﾑ
http://ez1.agmusic.jp/cms-ez/action61.go
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015018
music.jpｱﾆﾒ&ｹﾞｰﾑ
http://vf1.agmusic.jp/cms-v/action1.go
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015021
music.jp ﾎﾟｲﾝﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
http://cp.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015022
アニソン♪取り放題＆うた
http://cms-ez.mti.ne.jp/cms-ez/action10.go
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015025
music.jp SHOP
http://s.music.jp
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015026
YAHOO！うた
http://yahoo-i.music.jp/?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015027
YAHOO！うた
http://yahoo-e.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015028
YAHOO！うた
http://yahoo-y.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015029
music.jp洋楽フルプラス
http://yougakufullp-ez.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015030
music.jpフルプラス
http://fullp-e.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015031
music.jpビデオクリップ
http://video-e.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015032
music.jpビデオクリップ
http://video-i.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015033
ドコでもアニメBB
http://motion.animebb.jp/cms-i-bb/anime/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015034
アニメBBメガ動画
http://video.animebb.jp/cms-v-bb/action2.go
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015035
アニメBBメガ動画
http://movie.animebb.jp/cms-a/action1.go
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015036
オトナのアニメBB
http://movie.animebb.jp/cms-a/action2.go
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015037
宇宙戦艦ヤマト
http://motion.animebb.jp/cms-i-bb/yamato/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015038
機動警察パトレイバー
http://motion.animebb.jp/cms-i-bb/patlabor/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015039
music.jp 呼出し
http://mrbt.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015041
名曲青春ポップス
http://nuta-i.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015042
名曲青春ポップス
http://nuta-e.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015043
名曲青春ポップス
http://nuta-y.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015044
music.jp♪ハローキティ
http://hellokitty.muic.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015045
music.jp♪ハローキティ
http://hellokitty.muic.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015046
music.jp♪ハローキティ
http://hellokitty.muic.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015047
music.jp韓流フル
http://hr-i.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015048
music.jp韓流フル
http://hr-e.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015049
music.jp韓流フル
http://hr-y.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015051
music.jp呼出し！
http://rbt.music.jp/Default.aspx
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015052
music 着信音 plus
http://smart.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015053
music.jp for P
http://forp.music.jp/
株式会社エムティーアイ
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RIAJ40015054
music.jp
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015055
music.jp
http://store.music.jp
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015056
music.jp STORE
http://m.music.jp/store
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015057
TSUTAYA DISCAS
http://discas.listen.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015058
music.jp呼出し
http://mrbt.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015059
music.jp呼出し
http://rbt.music.jp/Default.aspx
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015060
music.jp 取り放題♪8万曲
http://willmelo.music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015061
music.jp うた取り放題アリ
http://willuta.music.jp
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015062
music.jp for Wedding
http://wed-music.jp/
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015063
MIXJUKE
market://details?id=jp.co.mti.mixjuke.personal_music_radio
株式会社エムティーアイ
RIAJ40015064
music.jp 着信音 for スゴ得
https://www.dcm-b.jp/cs/cpsite.html?id=01cpn060002
株式会社エムティーアイ
RIAJ40016001
メロDAM
http://mobile.clubdam.com/melodam/index.html
株式会社第一興商
RIAJ40016002
メロDAMデラックス
http://mobile.clubdam.com/mdx/index.html
株式会社第一興商
RIAJ40016003
SAL洋楽MANIA
http://mobile.clubdam.com/sal/index.html
株式会社第一興商
RIAJ40016004
DAMうたフル
http://mobile.clubdam.com/mfull/index.html
株式会社第一興商
RIAJ40016005
DAM洋楽フル
http://mobile.clubdam.com/yfull/index.html
株式会社第一興商
RIAJ40017013
T-SITE
http://music-tsutaya.tsite.jp
株式会社T-MEDIAホールディングス
RIAJ40017014
TSUTAYA ミュージコ♪(FP)
http://tol-p.jp/
株式会社T-MEDIAホールディングス
RIAJ40017015
TSUTAYA ミュージコ♪(SP)
http://musico.jp
株式会社T-MEDIAホールディングス
RIAJ40017016
ミュージコ♪うた（Softbank FP）
http://uta.musico.jp/s/
株式会社T-MEDIAホールディングス
RIAJ40017017
ミュージコ♪フル（Softbank FP）
http://full.musico.jp/s/
株式会社T-MEDIAホールディングス
RIAJ40017018
I love music うた（Softbank FP）
http://v.fduta.jp/s/
株式会社T-MEDIAホールディングス
RIAJ40017019
I love music フル（Softbank FP）
http://vfull.fduta.jp/s/
株式会社T-MEDIAホールディングス
RIAJ40017020
I love musicフルPV（Softbank FP）
http://fullpv-s.jp/s/
株式会社T-MEDIAホールディングス
RIAJ40017021
I love music（SP）
http://i-love-music.jp/
株式会社T-MEDIAホールディングス
RIAJ40018001
Listen Japan
http://listen.co.jp
株式会社リッスンジャパン
RIAJ40019001
歌詞で胸キュン！
http://kashi.machi-uke.com/i/cgi-bin/index.cgi?uid=NULLGWDOCOMO 株式会社ボルテージ
RIAJ40019002
歌詞で胸キュン！
http://kashi.machi-uke.com/ez/cgi-bin/index.cgi
株式会社ボルテージ
RIAJ40019003
歌詞で胸キュン！
http://kashi.machi-uke.com/ez_uta/cgi-bin/index.cgi
株式会社ボルテージ
RIAJ40019004
歌詞で胸キュン！
http://kashi.machi-uke.com/yk_uta/cgi-bin/index.cgi
株式会社ボルテージ
RIAJ40019005
人気アルバム全曲！
http://album.cmelo.com/i/cgi-bin/index.cgi?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社ボルテージ
RIAJ40019006
人気アルバム全曲！
http://album.cmelo.com/ez/cgi-bin/index.cgi
株式会社ボルテージ
RIAJ40019007
人気アルバム全曲！
http://album.cmelo.com/ez_uta/cgi-bin/index.cgi
株式会社ボルテージ
RIAJ40019008
勝手にシネマ
http://cinema.cmelo.com/i/cgi-bin/index.cgi?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社ボルテージ
RIAJ40019009
勝手にシネマ
http://cinema.cmelo.com/ez/cgi-bin/index.cgi
株式会社ボルテージ
RIAJ40019010
勝手にシネマ
http://cinema.cmelo.com/ez_uta/cgi-bin/index.cgi
株式会社ボルテージ
RIAJ40019011
勝手にシネマ
http://cinema.cmelo.com/jphone/cgi-bin/index.cgi
株式会社ボルテージ
RIAJ40019012
恋するJazz
http://jazz.cmelo.com/i/cgi-bin/index.cgi?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社ボルテージ
RIAJ40019013
恋するJazz・BOSSA
http://jazz.cmelo.com/i/cgi-bin/index.cgi?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社ボルテージ
RIAJ40019014
人気アルバム全曲
http://album.cmelo.com/yk/cgi-bin/index.cgi
株式会社ボルテージ
RIAJ40021001
e-uta.tv
http://e-uta.tv
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021002
最新J-POPメドレー（MixRecords）
http://mix.qw.to
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021003
アニメの星
http://a.qw.to
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021004
あにうた学園
http://ag.qw.to
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021005
サントラ＠シネマ
http://st.qw.to
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021006
サントラ＠シネマPlus！
http://stp.qw.to
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021007
最新TVドラマCM
http://tvcm.tv
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021008
VIVA！洋楽
http://y.qw.to
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021009
CLUB JUKEBOX
http://jukebox.qw.to
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021010
LIP PLAN SONG
http://lip.qw.to
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021011
LIP PLAN．ADULT
http://lip.qw.to
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021013
クリエイティブマン サマソニ
http://c-man.tv
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021014
長瀬実夕 VIPstyle
http://n-miyu.jp
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021015
OnGenモバイル
http://mobile.ongen.net
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021016
HKT48 Mobile
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40021017
HKT48 Mobile (SP版)
株式会社シーエー・モバイル
RIAJ40022001
CoolSound Real
http://coolsound.jp/real/63/1
株式会社サイバード
RIAJ40022002
CoolSound Full
http://coolsound.jp/rfull/1/1
株式会社サイバード
RIAJ40022003
aja★J-POP（フル）
http://jpop-full.aja.jp
株式会社サイバード
RIAJ40022004
aja★J-POP（うた）
http://jpop-uta.aja.jp
株式会社サイバード
RIAJ40023001
・@LOUNGE RECORDS
http://fullmix.c-uta.com/
日本エンタープライズ株式会社
RIAJ40023002
・@LOUNGE RECORDS
http://full.c-uta.com/
日本エンタープライズ株式会社
RIAJ40023003
・@LOUNGE RECORDS
http://toriho.c-uta.com/
日本エンタープライズ株式会社
RIAJ40023004
うた＆メロ取り放題フル
http://full.c-uta.com/
日本エンタープライズ株式会社
RIAJ40023005
うた＆メロ取り放題
http://c-uta.com/
日本エンタープライズ株式会社
RIAJ40023006
うた＆メロ取り放題
http://c-uta.com/
日本エンタープライズ株式会社
RIAJ40023007
うた＆メロ取り放題
http://c-uta.com/
日本エンタープライズ株式会社
株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ
RIAJ40024001
MY日テレ
http://i21.4cast.co.jp/top.jsp?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ
RIAJ40024002
MY日テレ
http://v21.4cast.co.jp/
株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ
RIAJ40024003
MY日テレ
http://e21.4cast.co.jp/top.jsp
株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ
RIAJ40024004
着♪日テレ
http://i21chaku.4cast.co.jp/top.jsp?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ
RIAJ40024005
着♪日テレ
http://v21chaku.4cast.co.jp/top.jsp
株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ
RIAJ40024006
着♪日テレ
http://e21chaku.4cast.co.jp/top.jsp
株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ
RIAJ40024007
RD潜脳調査室
http://m-rd.jp
株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ
RIAJ40024008
攻殻着アニメ
http://kokaku-movie-i.4cast.co.jp/top.jsp?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ
RIAJ40024009
攻殻着アニメ
http://kokaku-movie-ez.4cast.co.jp/top.jsp
株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ
RIAJ40024010
日テレマーケット
http://nm.ntv.co.jp/
株式会社フォアキャスト・コミュニケーションズ
RIAJ40024011
だいすき！アンパンマン
http://daisuki.anpanman.jp/
RIAJ40025001
So-net Music
http://www.so-net.ne.jp/music/
ソネットエンタテインメント株式会社
RIAJ40026001
eo動画
https://douga.eonet.jp/
株式会社ケイ・オプティコム
RIAJ40027001
Hi-Fi VIBE.チューンズ
http://i.uta.vibe-net.com/
株式会社VIBE
RIAJ40027002
Hi-Fi VIBE.チューンズ
http://i.fulltunes.vibe-net.com/
株式会社VIBE
RIAJ50001001
RepreseＮ’
http://mobile.versetyles.jp
有限会社バースタイルズ
RIAJ50002001
ミュージックフリーク！
http://musicfreak.jp
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002002
ミュージックフリーク！フル
http://full.musicfreak.jp
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002003
レゲエZION
http://.reggaezion.jp
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002004
レゲエZIONフル
http://full.reggaezion.jp
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002005
クラブZION
http://club-zion.jp
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002006
フラブZIONフル
http://full.club-zion.jp
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002007
取り放題i洋楽
http://i-y.toriho.jp
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002008
取り放題EZ洋楽
http://ez-y.tohiro.jp
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002009
取り放題クラシック
http://ez-c.tohiro.jp
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002010
ｉ洋楽トリホーダイ\580
http://i-y.full.tohiro.jp
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002011
アニメフリーク！フル
http://animefreak.jp/
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002012
アロハ！サーフZION
http://surfzion.jp/
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002013
レゲエZION the MOVIE
http://tv.reggaezion.jp/
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002014
東映特撮BBモバイル
http://tokusatsu-mobile.jp/
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002015
シネマドゥ
http://cinemado.jp/
株式会社メディアドゥ
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RIAJ50002016
アニメドゥ
http://animedo.jp/
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002017
DE-LUXE powered by HOODSOUND http://deluxe-sound.jp/
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002018
ピコーツ（笑）
http://pikoots.jp/
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002019
420MUZIK
http://420muzik.jp/
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002020
DANCEHALL.JP
http://dancehall.jp/
株式会社メディアドゥ
RIAJ50002021
ガールズサミット
http://girls-summit.jp/
株式会社メディアドゥ
RIAJ50003001
スターダストWEB
http://stardust-net.com
株式会社スターダストネット
RIAJ50004001
30秒試聴!re-Direct
http://re-direct-uta.ebsweb.jp/
イービーエス有限会社
RIAJ50004002
20秒試聴!re-direct.フル
http://re-direct.ebsweb.jp
イービーエス有限会社
RIAJ50004003
20秒試聴!re-Direct.フル
http://re-direct-v.ebsweb.jp/
イービーエス有限会社
RIAJ50004004
30秒試聴★G-ｄirect.
http://re-direct-g-au.ebsweb.jp/
イービーエス有限会社
RIAJ50004005
\210★ベストヒット
http://besthit.ebsweb.jp/
イービーエス有限会社
RIAJ50004006
歌詞&試聴!リダイレクト
http://re-direct-i.ebsweb.jp/
イービーエス有限会社
RIAJ50004007
♪フル_re-direct♪
http://full-re-direct.ebsweb.jp/
イービーエス有限会社
RIAJ50005011
HAPPY動画アニメ
http://a.happydouga.jp/
株式会社デジマース
RIAJ50005014
HAPPY!うた
http://hapiuta.jp/
株式会社デジマース
RIAJ50005015
HAPPY!うたフル
http://full.hapiuta.jp/
株式会社デジマース
RIAJ50005016
HAPPY!うたムービー
http://happymovie.jp/
株式会社デジマース
RIAJ50005017
HAPPY!うたコール
http://utacall.jp/
株式会社デジマース
RIAJ50005022
HAPPY!うたチャンネル
http://uc.happy.jp
株式会社デジマース
HAPPY!うたチャンネル（auスマートパス）
RIAJ50005023
http://pass.uc.happy.jp
株式会社デジマース
RIAJ50005025
HAPPY!MUSIC
http://music.happy.jp/
株式会社デジマース
RIAJ50005026
HAPPY!MUSIC＋
http://musicplus.happy.jp/
株式会社デジマース
RIAJ50005027
HAPPY!うた for auスマートパス
http://pass.hapiuta.jp/
株式会社デジマース
RIAJ50005028
ドンドコ（iOS）
https://itunes.apple.com/jp/app/id1129115658?mt=8
株式会社デジマース
RIAJ50005029
ドンドコ（Android）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.happy.dondoko
株式会社デジマース
RIAJ50005030
HAPPY!動画
http://a.happydouga.jp/
株式会社デジマース
RIAJ50006001
プレミアムサウンド
http://ps20.jp
フリュー株式会社
RIAJ50006002
VISION FACTORY
http://visionfactory.jp
株式会社ヴィジョン・ファクトリー
RIAJ50006002
プレミアムサウンド
http://sp.ps20.jp/
フリュー株式会社
RIAJ50006003
VISION☆ふる
http://f.full.visionfactory.jp/p/index.jsp
株式会社ヴィジョン・ファクトリー
RIAJ50006004
VISION CAST
http://visioncast.jp
株式会社ヴィジョン・ファクトリー
RIAJ50006005
VISION CAST
http://sp.visioncast.jp
株式会社ヴィジョン・ファクトリー
RIAJ50006006
VISION FACTORY
http://sp.visionfactory.jp
株式会社ヴィジョン・ファクトリー
RIAJ50007001
UKP+ベストヒット！
http://ukpbh.jp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007002
インディーズ★スタイル
http://uta-d.e-jumon.com
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007003
UKP+ベストヒット！
http://uta.e-jumon.com
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007004
UKP+ベストヒットフル!
http://ukpu.jp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007005
ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ★ﾛｰﾄﾞ!ﾌﾙ
http://d.ukpu.jp/dfull
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007006
UKP+ベストヒットフル!
http://ukpu.jp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007007
アニメうた王国↑
http://animei.biz.biglobe.ne.jp/aniutai/jsp/top.jsp?uid=NULLGWDOCOMO 株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007008
アニメうた王国ﾌﾙ↑
http://animefi.biz.biglobe.ne.jp/jsp/top.jsp?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007009
ロックうた王国↑
http://rockk.biz.biglobe.ne.jp/top.jsp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007010
ロックうた王国フル↑
http://rockfk.biz.biglobe.ne.jp/top.jsp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007011
ＵＫＰ＋ベストヒット！ビデオ！！
http://ukp-mv.jp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007012
ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ ﾛｰﾄﾞ!ﾓｰｼｮﾝ
http://ukp-mv.jp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007013
UKP+ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ!ﾑｰﾋﾞｰ!!
http://ukp-mv.jp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007014
ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ!ﾋﾞﾃﾞｵｸﾘｯﾌﾟ
http://vd.ukpm.jp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007015
UKP+ﾍﾞｽﾄﾋｯﾄ!ﾋﾞﾃﾞｵｸﾘｯﾌﾟ!!
http://v.ukpm.jp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007016
ベストヒット取放題
http://d.ukpu.jp/dfull/houdai.htm?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007017
Ｒ30[邦楽・洋楽】
http://i.R30music.com/
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007018
Ｒ30[邦楽・洋楽】
http://ez.R30music.com/
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007019
Ｒ30[邦楽・洋楽】
http://s.R30music.com/
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007020
きき放題！うたＭＡＸビデオクリップ
http://vs.ukpm.jp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007021
R３０〔邦楽 洋楽〕コール（DoCoMo） http://i-rbt.r30music.com
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007022
R３０〔邦楽 洋楽〕コール（SoftBank） http://s-rbt.r30music.com
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007023
R３０〔邦楽 洋楽〕コール（au）
http://ez-rbt.r30music.com
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007024
着着うたMAX
http://artist-message.co.jp/jsp/top.jsp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007025
アニメ着着うたMAX
http://artist-message.net
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007026
着着うたMAX
http://d.artist-message.co.jp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007027
アニメうた王国↑ (KDDI)
http://artist-message.tv/
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007028
アニメうた王国↑ (DOCOMO)
http://artist-message.tv/
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007029
アニソン★キングダム×ウィルコム
http://artist-message.jp
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007030
R30 【邦楽 洋楽】
http://sp.r30music.com/
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007031
ききうたMAXビデオクリップ
http://artist-message.vc
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50007032
R30☆キングダム
http://artist-message.tw
株式会社アイ・シー・エージェンシー
RIAJ50008001
うたJETS!!
http://www.utajets.com/
株式会社寺島情報企画
RIAJ50008002
うたJETS!!
http://au.utajets.com/
株式会社寺島情報企画
RIAJ50008003
うたJETS!!
http://3gc.utajets.com/
株式会社寺島情報企画
RIAJ50008004
うたJETS!!フル
http://dfull.utajets.com/
株式会社寺島情報企画
RIAJ50008005
うたJETS!!フル
http://3gcfull.utajets.com/
株式会社寺島情報企画
RIAJ50008006
うたJETS!!フル
http://aufull.utajets.com/
株式会社寺島情報企画
RIAJ50009001
音楽通り♪
http://www.i-ongaku.net/
株式会社エル・エス・ディー
RIAJ50009002
音楽通り♪
http://www.soundstreet.net/
株式会社エル・エス・ディー
RIAJ50009003
音楽通り♪
http://full.s-ongaku.net/
株式会社エル・エス・ディー
RIAJ50009004
音楽通りフル
http://full.i-ongaku.net/
株式会社エル・エス・ディー
RIAJ50009005
音楽通りフル
http://full.ez-ongaku.net/
株式会社エル・エス・ディー
RIAJ50009006
テレ朝サウンド
http://uti.tvasahi.jp/
株式会社エル・エス・ディー
RIAJ50009007
テレ朝サウンド
http://uts.tvasahi.jp/
株式会社エル・エス・ディー
RIAJ50009008
テレ朝サウンド
http://uti.tvasahi.jp/
株式会社エル・エス・ディー
RIAJ50009009
テレ朝サウンドフル
http://ez-full.tva-s.com
株式会社エル・エス・ディー
RIAJ50009010
ケツメイシモバイル
http://ketsume.mobi
株式会社エル・エス・ディー
RIAJ50010001
BRASSBAND CLUB
http://www.brassfan.jp/bc/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010002
BRASSBAND CLUB
http://au.brassfan.jp/abc/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010003
BRASSBAND CLUB
http://s.brassfan.jp/sbc/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010004
BRASSBAND CLUB full
http://au_full.brassfan.jp/abcf/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010005
BRASSBAND CLUB full
http://s-full.brassfan.jp/sbcf/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010006
聴かせる☆Pop＆Brass
http://www.machiuta.com/kpb/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010007
キャラうた
http://www.charauta.jp/dchara/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010008
キャラうた
http://au.charauta.jp/auchara2/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010012
タレントコレクション
http://itc.keitaimusic.jp/itc/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010013
タレントコレクション
http://tc.waa.jp/tc/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010014
みんなの合唱
http://ichorus.keitaimusic.jp/ichorus/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010015
みんなの合唱
http://schorus.keitaimusic.jp/schorus/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010016
けむナビＭｒ．ＣＤ
http://m.mister-cd.jp/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010017
タレントコレクション
http://stc.keitaimusic.jp/stc/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010018
みんなの合唱
http://echorus.keitaimusic.jp/echorus/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010019
歴史専門店 時代屋
http://jidaiya.entacafe.net
株式会社 友ミュージック
-9-

（注）本リストは、マーク発行先の一覧であるため、表示準備中等の理由により一部ご確認いただけないサイトURLも含まれます。
エルマーク®発行先一覧
2017年7月18日現在（1,645サイト 281事業者）
管理番号
サイト名称
サイトURL
申請者
RIAJ50010020
タレントiランド
http://talent.entacafe.net/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010021
歴史専門店 時代屋（Softbank）
http://jidaiya.entacafe.net/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010022
歴史専門店 時代屋（au）
http://jidaiya.entacafe.net/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010023
男のネタ動画サブカル＆極SEXY（au) http://sc.entacafe.net/
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010024
男のネタ動画サブカル＆極SEXY（SB) http://sc.entacafe.net/
株式会社 友ミュージック
男のネタ動画サブカルマニア（DoCoMo) http://sc.entacafe.net/
RIAJ50010025
株式会社 友ミュージック
RIAJ50010026
BRASSBAND CLUB
http://brass.mopita.com/
株式会社 友ミュージック
有限責任中間法人メディアストレージ推進機構
RIAJ50011001
うたキャス
http://utacas.jp
有限責任中間法人メディアストレージ推進機構
RIAJ50011002
うたキャス（Music&Videoチャンネル） http://i.utacas.jp
RIAJ50012001
アニメサイトTV
http://www.animate.tv/
株式会社フロンティアワークス
RIAJ50012002
アニうた革命
http://www.animate.tv/mobile/anirevo.php
株式会社フロンティアワークス
RIAJ50012003
アニうた革命フル
http://www.animate.tv/mobile/anirevo-full.php
株式会社フロンティアワークス
RIAJ50012004
アニうた革命コール
http://www.animate.tv/mobile/anirevo-calll.php
株式会社フロンティアワークス
RIAJ50012005
BOYS倶楽部
http://fwinc.jp/bl/gr
株式会社フロンティアワークス
RIAJ50012006
inpara！
http://inparainpara.jp/
株式会社フロンティアワークス
RIAJ50012007
モバイルアニメイト
http://www.animate.tv/mobile/anim.php
株式会社フロンティアワークス
RIAJ50012009
アニメイト ON ＡＩＲ！
http://www.onair-mobile.net/
株式会社フロンティアワークス
RIAJ50013001
大人のJAZZ☆フル
http://mu-jazzfull.handybitway.com/
株式会社ビットウェイ
RIAJ50013002
ロンドローブ☆モバイル
http://rondorobe.jp
株式会社ビットウェイ
RIAJ50013003
Handyフル動画
http://movie.handybitway.com
株式会社ビットウェイ
RIAJ50014001
音友クラシックコンサート
http://cs40.cs-plaza.com/i/ontomo/index.php
セイコーインスツル株式会社
RIAJ50014002
音友クラシックコンサート
http://cs42.cs-plaza.com/a/ontomo/index.php
セイコーインスツル株式会社
RIAJ50014003
音友クラシックコンサート
http//cs66.cs-plaza.com/g/ontomo/index.php
エスアイアイ・データサービス株式会社
RIAJ50015001
オーガスタサウンド
http://sound.augusta-mobile.com
株式会社IMJモバイル
RIAJ50015002
オーガスタサウンド
http://sound.augusta-mobile.com
株式会社IMJモバイル
RIAJ50015003
オーガスタサウンドプラス
http://sound-p.augusta-mobile.com
株式会社IMJモバイル
RIAJ50015004
オーガスタサウンドプラス
http://sound-p.augusta-mobile.com
株式会社IMJモバイル
RIAJ50015005
ARTIMAGE mobile
http://artimage-mobile.com
株式会社IMJモバイル
RIAJ50015006
うたﾒﾛ動画!QoolMusiQ
http://qool.qw.to/q
株式会社IMJモバイル
RIAJ50015007
唄う！直営ＣＭ ＥＸＰＲＥＳＳ
http://uwmuta.gsj.bz/
株式会社IMJモバイル
RIAJ50015008
京☆ﾒﾛ【re-mix】
http://kyo-melo_ez.mobile.infoscience.co.jp/contents/ja/user/
株式会社IMJモバイル
RIAJ50015009
Gackt★ｳﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ
http://gackt-underland.jp
株式会社IMJモバイル
RIAJ50015010
Gackt★ｳﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ
http://gackt-underland.jp
株式会社IMJモバイル
RIAJ50015011
アニパラplus
http://anipara.com
株式会社IMJモバイル
RIAJ50016001
アーティスト公式ビデオ
http://www.a-video.jp/
株式会社エムアップ
RIAJ50016002
カラオケｉ歌い放題
http://karahodai.jp
株式会社エムアップ
RIAJ50016003
アーティスト公式コール
http://a-official.com/
株式会社エムアップ
RIAJ50016004
GLAY MOBILE
http://glaymobile.jp
株式会社エムアップ
RIAJ50016005
アーティスト公式フルプラス
http://utaplus.artistofficial.jp
株式会社エムアップ
RIAJ50016006
hideモバイル
http://jets.hide-city.com (http://jets.hide-city.jp)
株式会社エムアップ
RIAJ50016007
SKE48 Mobile
http://mobile.ske48.co.jp/
株式会社エムアップ
RIAJ50016008
BIGBANG☆ワールド
http://bigbangworld.jp/
株式会社エムアップ
RIAJ50016009
LUNA SEA MOBILE
http://lunaseamobile.jp
株式会社エムアップ
RIAJ50016010
つるのもばいる
http://tsurunomobile.com
株式会社エムアップ
RIAJ50016011
菅原紗由理
http://sugawarasayuri-m.jp
株式会社エムアップ
RIAJ50016012
JAYWALK MOBILE
http://m.jaywalk.co.jp
株式会社エムアップ
RIAJ50016013
新選組リアンＭＯＢＩＬＥ
http://shinsengumi-lienfc.jp/
株式会社エムアップ
RIAJ50016014
エヴァーグリーンモバイル
http://mobile.evergreen-e.com/
株式会社エムアップ
RIAJ50016015
GRANRODEO MOBILE
http://mobile.granrodeo.net/
株式会社エムアップ
RIAJ50016016
J MOBILE
http://j-wumf.jp
株式会社エムアップ
RIAJ50016017
エンタメ公式コール
http://entame.artistofficial.jp
株式会社エムアップ
RIAJ50016018
G-DIRECT
http://gdirect.jp
株式会社エムアップ
RIAJ50016019
NMB48 Mobile
http://spn.nmb48.com
株式会社エムアップ
RIAJ50017001
音道
http://a-tones.forealtones.jp
株式会社フォーリアルトーンズ
RIAJ50018001
GETSOUND超高音質
http://www.getsound.jp
株式会社プログレス
RIAJ50018002
GETSOUND♪J-BOX
http://full.getsound.jp
株式会社プログレス
RIAJ50018003
TONE.scフル（ﾄﾞｺﾓ）
http://m.tone.sc/i/
株式会社プログレス
RIAJ50018004
TONE.scフル（KDDI）
http://m.tone.sc/e/
株式会社プログレス
RIAJ50018005
TONE.scフル（SBM）
http://m.tone.sc/s/
株式会社プログレス
RIAJ50018006
Call Me.jp
http://callmenow.jp
株式会社プログレス
RIAJ50018007
笹川美和公式モバイル
http://miwamobile.com/
株式会社プログレス
RIAJ50018008
CHEHON公式モバイル
http://chehon.com/
株式会社プログレス
RIAJ50018009
ブンブンサテライツ公式モバイル
http://bbsmobile.jp/
株式会社プログレス
RIAJ50018010
ZERO公式モバイル
http://zeromobile.jp/
株式会社プログレス
RIAJ50020001
京☆ﾒﾛ【re-mix】
http://www.kyomelo.jp
株式会社エルステージ
RIAJ50020002
Rainbow Tune Real
http://www.rainbowtune.com
株式会社エルステージ
RIAJ50020003
Rainbow Tune Full
http://www.rainbowtune.com
株式会社エルステージ
RIAJ50021001
QUAKE LOVER
http://9819.ne.jp
株式会社ドリコム
RIAJ50021002
QUAKE LOVER FULL
http://full.9819.ne.jp
株式会社ドリコム
RIAJ50021003
着OK\980クラブ系取放
http://i-sub.9819.ne.jp
株式会社ドリコム
RIAJ50021004
JKEN MUSIC
http://music.j-ken.ne.jp
株式会社ドリコム
RIAJ50021005
JKEN MUSIC FULL
http://ezmusicfull.j-ken.ne.jp
株式会社ドリコム
RIAJ50021006
JKEN MUSIC FULL
http://smusicfull.j-ken.ne.jp
株式会社ドリコム
RIAJ50021007
JKEN MUSIC FULL
http://i-full.9819.ne.jp/music_full
株式会社ドリコム
RIAJ50022001
musicbus
http://i.musicbus.jp/
株式会社デジタル・ラボラトリー
RIAJ50022002
musicbus
http://ez.musicbus.jp/
株式会社デジタル・ラボラトリー
RIAJ50022003
musicbus
http://sb.musicbus.jp/
株式会社デジタル・ラボラトリー
RIAJ50022004
musicbusフル
http://ifull.musicbus.jp/
株式会社デジタル・ラボラトリー
RIAJ50022005
musicbusフル
http://ezfull.musicbus.jp/
株式会社デジタル・ラボラトリー
RIAJ50022006
musicbusフル
http://sbfull.musicbus.jp/
株式会社デジタル・ラボラトリー
RIAJ50023001
ソングブックモバイル
http://songbm.jp/
株式会社イーツー
RIAJ50024001
HIPHOP伝説
http://www.a1-hiphop.jp/
株式会社テルヤ
RIAJ50024002
アニメライブ
http://www.anime-live.jp/
株式会社テルヤ
RIAJ50025001
Mop
http://www.i-chart.jp/ezweb/index.php
株式会社ICJ
RIAJ50025002
Mop
http://docomo.i-chart.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025003
Mopフル
http://www.i-chart.jp/mopfull/index.php
株式会社ICJ
RIAJ50025004
歌詞×コミュ★ハートフルMusic
http://full.at5.jp
株式会社ICJ
RIAJ50025005
歌詞付★ハートフルMusic
http://full.at5.jp
株式会社ICJ
RIAJ50025006
歌詞×うた★ハートフルMusic
http://uta.at5.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025007
LIVE.TV@mop
http://video.at5.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025008
mopｽﾄｱ♪歌詞
http://web.i-chart.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025009
BACCA！洋楽フル
http://bacca.at5.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025010
愛しのｵｰﾙﾃﾞｨｰｽﾞ
http://oldies.icj.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025011
愛しの懐メロ
http://natsufull.icj.jp
株式会社ICJ
RIAJ50025012
愛しのK-POP
http://kpop.icj.jp
株式会社ICJ
RIAJ50025013
あにちゅう★フル
http://anifull.icj.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025014
MobionMusicフル
http://mm-f.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025015
ネクストブレイク＠mop
http://next.icj.jp/
株式会社ICJ
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RIAJ50025016
演歌の達人
http://enkafull.icj.jp
株式会社ICJ
RIAJ50025017
Sweetie★Party
http://sweetie.icj.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025018
Club mop-D
http://cmd.icj.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025019
mopｽﾄｱ♪うた
http://uta.i-chart.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025020
愛しの懐メロ♪うた
http://natsuuta.icj.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025021
あにちゅう★うた
http://aniuta.icj.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025022
MobionMusicうた
http://mm-u.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025023
演歌の達人うた
http://enkauta.icj.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025024
BACCA洋楽ビデオ
http://bacvideo.at5.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025025
ｵｰﾙﾃﾞｨｰｽﾞ♪call
http://oldcall.icj.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025026
ハートフル♪コール
http://call.at5.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025027
懐メロ♪コール
http://natsucall.icj.jp/
株式会社ICJ
RIAJ50025028
歌詞×メロ♪ハートフル
http://melo.at5.jp
株式会社ICJ
RIAJ50025029
ハートフルMusic
http://full.at5.jp
株式会社ICJ
RIAJ50026001
アキバ系着うたフル にじちぅ？
http://2jitiu.jp/
株式会社アイアクト
RIAJ50026002
着うたっ にじちぅ？
http://uta.2jitiu.jp/
株式会社アイアクト
RIAJ50026003
ｉにじちぅ？ うた
http://iuta.2jitiu.jp/
株式会社アイアクト
RIAJ50026004
にじちぅ？ うた
http://suta.2jitiu.jp/
株式会社アイアクト
RIAJ50026005
呼び出し にじちぅ？
http://call.2jitiu.jp/
株式会社アイアクト
RIAJ50026006
ゆずmobile
http://yuzu.senha.jp/
株式会社アイアクト
向谷実 鉄道と音楽がいっぱいモバイル http://tetsuon.net
RIAJ50026007
株式会社アイアクト
RIAJ50027001
．ＡＮＩＭＥ（ドットアニメ）
http://www.dot-anime.com
株式会社アニメチャンネル
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社
RIAJ50028001
P-SQUARE
http://www.pana-site.com/i
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社
RIAJ50028002
Pの缶詰
http://www.pana-site.com/ez/
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社
RIAJ50028003
Ｐ－egg
http://www.pana-site.com/s/
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社
RIAJ50028004
暮らしっくフル
http://classic.is-site.com/
RIAJ50029001
J-POP STATION フル
http://e.jfull.uta7.jp/
エフルート株式会社
RIAJ50029002
J-POP STATION
http://jpop.uta7.jp/
エフルート株式会社
RIAJ50029006
洋楽★ヒット
http://musical.uta7.jp/
エフルート株式会社
RIAJ50029013
ポップ★スター
http://pop.uta7/jp/
エフルート株式会社
RIAJ50029014
洋楽★うたフル
http://e.yofull.uta7.jp/
エフルート株式会社
RIAJ50030001
NHK SOUND
http://www.nhk-sound.jp
株式会社NHKグローバルメディアサービス
RIAJ50030002
NHK G-Media動画on!
http://nhkmovie.jp/
株式会社NHKグローバルメディアサービス
RIAJ50030003
NHK SOUND
http://sp.nhk-sound.jp/
株式会社NHKグローバルメディアサービス
RIAJ50031001
goo ミュージック＆ビデオ
http://mtm.tw
エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社
RIAJ50032001
au スタ着Ｖ！
http://vov.music.co.jp/vov/Default.asp
株式会社マイピクセル
RIAJ50032002
Docomo スタ着Ｖ！
http://rakuemon.music.co.jp/
株式会社マイピクセル
RIAJ50032003
auオールスター待受
http://allstar.mti.ne.jp/allstar/toop.asp
株式会社マイピクセル
RIAJ50032004
auオールスター動画
http://allstarmovie.mti.ne.jp/allstar/toop.asp
株式会社マイピクセル
RIAJ50033001
Excite Music
http://music.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033002
Excite Musicフル
http://musicfull.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033003
WarnerMusic♪うた
http://wmg.jp/uta/
エキサイト株式会社
RIAJ50033004
WarnerMusic♪ﾌﾙ/J
http://wmg.jp/utafulldom/
エキサイト株式会社
RIAJ50033005
洋楽のワーナー
http://wmg.jp/utafullint/
エキサイト株式会社
RIAJ50033006
WarnerMusic♪ｺｰﾙ
http://wmg.jp/call/
エキサイト株式会社
RIAJ50033007
WarnerMusic♪ﾋﾞﾃﾞｵ
http://wmg.jp/vc/
エキサイト株式会社
RIAJ50033008
タイスケモバイル
http://taisuke.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033009
AKB48 Mobile
http://m.akb48.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033010
Zy.ﾓﾊﾞｲﾙ
http://zy.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033011
PS mobile
http://m.pscompany.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033012
Pokeｼｮｯｸ
http://poke.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033013
ﾚｲﾝﾎﾞｰe☆ﾓﾊﾞｲﾙ
http://m.pscompany.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033015
熱烈！アニソン魂 大盛り
http://anisonfull.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033016
熱烈!アニソン魂アレンジ
http://anison.excite.co.jp/are/e/
エキサイト株式会社
RIAJ50033017
熱烈！アニソン魂 全曲試聴
http://anison.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033018
熱烈!ｱﾆｿﾝ魂大盛りｱﾚﾝｼﾞ
http://anisonfull.excite.co.jp/are/e/
エキサイト株式会社
RIAJ50033019
Exciteﾊｳｽ＆ﾃｸﾉ
http://club-m.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033020
ｷﾝｸﾞﾚｺｰﾄﾞ
http://king.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033021
ｷﾝｸﾞﾚｺｰﾄﾞﾌﾙ
http://kingrfull.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033022
ゆずmobile
http://yuzu.senha.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033024
ゆずコール
http://yuzu.senha.jp/mc/
エキサイト株式会社
RIAJ50033027
Excite クラブフル
http://clubfull-m.excite.co.jp
エキサイト株式会社
RIAJ50033028
すたちゃまにあmobile
http://uta.stacha.mobi/
エキサイト株式会社
RIAJ50033029
すたちゃまにあmobileフル
http://full.stacha.mobi/
エキサイト株式会社
RIAJ50033030
すたちゃコール
http://call.stacha.mobi/
エキサイト株式会社
RIAJ50033031
SEAMOの天狗道場
http://m.seamo.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033032
Exciteﾚｹﾞｴ RAGGA☆PEACE
http://clubmusic.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033033
Excite★トランス
http://trance-m.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033034
★竹内 力★
http://m-riki.jp
エキサイト株式会社
RIAJ50033035
ｳｪｯｻｲ系HIPHOP!!!Westup
http://westup.excite.co.jp
エキサイト株式会社
RIAJ50033036
BENNIE K
http://benniek.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033037
ｴｷｻｲﾄ☆ｱｰﾃｨｽﾄﾓｰﾙ
http://fmb.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033038
ET-KINGDOM
http://et-kingdom.com/
エキサイト株式会社
RIAJ50033039
Warner Music Mobile
http://wmj.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033040
ｷﾝｸﾞﾚｺｰﾄﾞｺｰﾙ
http://king.excite.co.jp/mc/i/
エキサイト株式会社
RIAJ50033041
葉加瀬♪音楽監督
http://hats.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033042
Rocks+
http://plus.rocks.vc
エキサイト株式会社
RIAJ50033043
エムオン！うた動画
http://uta.m-on.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033044
エムオン！うたフル
http://utafull.m-on.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033045
Warner Music♪フルプラス
http://wmjfull.excite.co.jp/e/full_plus/
エキサイト株式会社
RIAJ50033046
くるりモバイル
http://quruli.excite.co.jp/
エキサイト株式会社
RIAJ50033047
猫柳本線ポケット
http://p.kronekodow.com
エキサイト株式会社
RIAJ50033048
エキサイトアニメ
http://anime.mobile.excite.co.jp
エキサイト株式会社
RIAJ50035001
ミュージカルカフェ SONG
http://p.aing.net/s/index.8ing
株式会社エイティング
RIAJ50035002
ミュージカルカフェ フル
http://p.aing.net/sf/index.8ing
株式会社エイティング
RIAJ50036001
NEOWING♪サウンド
http://uta.neowing.co.jp/dc/uta/
株式会社ネオ・ウイング
RIAJ50037001
KINGBEAT
http://www.king-beat.com
株式会社KINGBEAT
RIAJ50038001
RHINOモバイル
http://rhino.wmg.jp/
カタリスト・モバイル株式会社
RIAJ50038002
RHINOモバイル フル
http://full.rhino.wmg.jp/
カタリスト・モバイル株式会社
RIAJ50039001
FARMIXクラブマスター
http://www.farmix.net/i/top_foma.php
株式会社エスクルー
RIAJ50039002
FARMIXクラブマスター
http://au.farmix.net/au/top_uta.php
株式会社エスクルー
RIAJ50039003
FARMIXクラブマスター
http://v.farmix.net/v/top.php
株式会社エスクルー
RIAJ50039004
FARMIXフルサウンド
http://full.farmix.net/i/top
株式会社エスクルー
RIAJ50039005
FARMIXフルサウンド
http://full.farmix.net/au/top
株式会社エスクルー
RIAJ50039006
FARMIXフルサウンド
http://full.farmix.net/v/top
株式会社エスクルー
RIAJ50039007
FARMIXフル取り放題
http://uta.farmix.net/top.php
株式会社エスクルー
RIAJ50039008
サイトＫ
http://ezweb.kyocera.co.jp/sitek/members/
株式会社エスクルー
RIAJ50039009
♪人気Ｊうたmix取り放題
http://ju.mixat.jp/?BK
株式会社エスクルー
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RIAJ50039010
Ｓ cawa★Select
http://sdawa.sh/
株式会社エスクルー
RIAJ50040001
うたメロ♪Age30-40
http://utamelo3040.jp
株式会社モバイルワンテクノロジー
RIAJ50040002
うたフル♪Age30-40
http://utafull3040.jp
株式会社モバイルワンテクノロジー
RIAJ50040003
着がえて待ってます
http://kigamachi.com/
株式会社モバイルワンテクノロジー
RIAJ50041001
研音message
http://www.ken-on.co.jp
株式会社ラッド・ジャパン
RIAJ50042001
演歌でこ～る
http://enkadecall-i.us-inc.net/
株式会社アス
RIAJ50042002
演歌でこ～る
http://enkadecall-ez.us-inc.net/
株式会社アス
RIAJ50042003
サブちゃん歌の花道
http://kitajima-i.us-inc.net/
株式会社アス
RIAJ50042004
サブちゃん歌の花道
http://kitajima-ez.us-inc.net/
株式会社アス
RIAJ50042005
サブちゃん歌の花道
http://kitajima-sb.us-inc.net/
株式会社アス
RIAJ50042006
携帯で演歌
http://enkamobile-i.us-inc.net/
株式会社アス
RIAJ50042007
携帯で演歌
http://enkamobile-ez.us-inc.net/
株式会社アス
RIAJ50042008
携帯で演歌
http://enkamobile-sb.us-inc.net/
株式会社アス
RIAJ50042009
携帯で演歌フル！
http://enkamobile-ez.us-inc.net/full/
株式会社アス
RIAJ50042010
携帯で演歌フル！
http://enkamobile-sb.us-inc.net/full/
株式会社アス
RIAJ50042011
携帯で演歌フル！
http://enkamobile-i.us-inc.net/
株式会社アス
RIAJ50042012
黄金の20世紀ソングス（au）
http://G20th-ez.us-inc.net/
株式会社アス
RIAJ50042013
黄金の20世紀ソングス（SB）
http://G20th-sb.us-inc.net/
株式会社アス
RIAJ50042014
黄金の20世紀ソングスフル（au）
http://G20th-ez.us-inc.net/full/
株式会社アス
RIAJ50042015
黄金の20世紀ソングスフル（SB）
http://G20th-sb.us-inc.net/full/
株式会社アス
RIAJ50042016
携帯でこ～る
http://enkadecall-sb.us-inc.net
株式会社アス
RIAJ50042017
携帯で演歌(ブラウザ展開）
http://enkadecall-us-inc.net/sp/raku
株式会社アス
RIAJ50042018
携帯で演歌(アプリ）
http://enkadecall-us-inc.net/sp/
株式会社アス
RIAJ50042019
携帯でヒットパレード(ブラウザ展開） http://G20th-i.us-inc.net/full/sp/
株式会社アス
RIAJ50042020
携帯でヒットパレード（アプリ）
http://G21th-i.us-inc.net/full/sp/raku
株式会社アス
RIAJ50042021
携帯でヒットパレード
http://hp.us-inc.net
株式会社アス
RIAJ50043001
クラブ着サウンドクラベリア
http://clubb.e-melo.net
株式会社クラベリア
RIAJ50044001
AsianQwaveフル
http://asianqwave.com
株式会社西鉄エージェンシー
RIAJ50045001
沖縄ちゅらサウンズ
http://cyurasounds.com
ゆいワークス株式会社
沖縄ちゅらサウンズ（スマートフォン対応） http://www.cyurasounds.net
RIAJ50045002
ゆいワークス株式会社
RIAJ50046001
CLUB★MUSIC
http://hiphop.a-uta.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50046002
CLUB★MUSICフル
http://hiphopfl.a-uta.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50046003
BG★MAGAZINE
http://bg.a-uta.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50046004
BG★MAGAZINEフル
http://bgfl.a-uta.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50046005
レゲエ★ROCKERS
http://rockers.a-uta.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50046006
レゲエ★ROCKERSフル
http://rockersfl.a-uta.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50046007
公式サウンドアニメ・ゲーム
http://k-anime.a-uta.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50046008
公式サウンドアニメ・ゲームフル
http://aniutafl.a-uta.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50046009
公式サウンドJ－POP
http://jpop.a-uta.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50046010
A★MUSIC LIFE
http://aml.a-uta.jp
株式会社エイチーム
RIAJ50046011
ZIPうた♪RADIMO
http://mobile.zip-fm.co.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50046012
ZIPうたフル♪RADIMO
http://mobilefl.zip-fm.co.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50046013
洋楽EX－BEAT
http://ex-beat.zip-fm.co.jp/
株式会社エイチーム
RIAJ50047001
mubic
http://mubic.jp
株式会社ズー
RIAJ50048001
SPICE@ORANGE RANGE
http://spice-mobile.jp/
株式会社デジタルアドベンチャー
RIAJ50049001
ハヤミミ！音楽創庫
http://ongakusoko.com
株式会社DOMIRU
RIAJ50050001
Artist Rispect
http://www.artist-rispect.jp
ミュージックセキュリティーズ株式会社
RIAJ50051001
達人＠レゲエ＆クラブ
http://tjn.ginga-music.jp
株式会社銀河工房
RIAJ50051002
達人＠ROCK＆POPS
http://tjn-rp.ginga-music.jp
株式会社銀河工房
RIAJ50051003
達人＠フル
http://tjn-full.ginga-music.jp
株式会社銀河工房
RIAJ50051004
ここ♪グッTunes
http://cocog.jp
株式会社銀河工房
RIAJ50051005
韓流♪K-POP最前線
http://kpop.ginga-music.jp
株式会社銀河工房
RIAJ50051006
韓流♪K-POP最前線フル
http://kpop-f.ginga-music.jp/
株式会社銀河工房
RIAJ50052001
日本有線大賞
http://nyt.jp/
株式会社インデックス・オー
RIAJ50052002
インパラ！
http://inparainpara.jp/
株式会社インデックス・オー
RIAJ50052003
うたdeまにあ
http://utade.jp/
株式会社インデックス・オー
RIAJ50052004
うたフルdeまにあ
http://fullde.jp/
株式会社インデックス・オー
株式会社ALANA entertainment（アラナエンターテインメント）
RIAJ50053001
HYDE
http://hyde.com
株式会社ALANA entertainment（アラナエンターテインメント）
RIAJ50053002
ゴスモバイル
http://gosmobile.jp/index.jsp
株式会社ALANA entertainment（アラナエンターテインメント）
RIAJ50053003
elements/lifeline
http://354r.com/index.jsp
株式会社ALANA entertainment（アラナエンターテインメント）
RIAJ50053004
久保田利伸BBC
http://nmc.alana.jp/kubota/
株式会社ALANA entertainment（アラナエンターテインメント）
RIAJ50053005
清春
http://nmc.alana.jp/kiyoharu/
株式会社ALANA entertainment（アラナエンターテインメント）
RIAJ50053006
J-ROCK
http://www.jrock.jp/
オンキヨー＆パイオニアイノベーションズ株式会社
RIAJ50054001
e-onkyo music
http://www.e-onkyo.com/
RIAJ50055001
HearJapan
http://www.hearjapan.com
HearJapan株式会社
RIAJ50056001
アニプレックス★Mobile
http://anx.cc/
株式会社番町製作所
RIAJ50057001
アメリカン・オールディーズ
http://ez.a-oldies.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057002
アメリカン・オールディーズ
http://s.a-oldies.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057003
アメリカン・オールディーズ
http://i.a-oldies.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057004
アメリカン・オールディーズ・フル
http://ez-full.a-oldies.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057005
ベストクラシック
http://ez.bestclassic.net/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057006
ベストクラシック
http://s.bestclassic.net/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057007
ベストクラシック
http://i.bestclassic.net/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057008
ベストクラシックフル
http://ez-full.bestclassic.net/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057009
ベストクラシックフル
http://s-full.bestclassic.net/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057010
リアルうた♪DX
http://ez.indoka.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057011
リアルうた♪DX
http://s.indoka.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057012
サントラ★劇場
http://ez.soundtrack-gekijyo.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057013
サントラ★劇場
http://s.soundtrack-gekijyo.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057014
サントラ★劇場
http://i.soundtrack-gekijyo.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057015
サントラ★劇場⇒フル
http://ez-full.soundtrack-gekijyo.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057016
サントラ★劇場⇒フル
http://s-full.soundtrack-gekijyo.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057017
サントラ★劇場⇒フル
http://i-full.soundtrack-gekijyo.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057018
♪クラシック・マイスター！
http://ez.classics-meister.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057019
♪クラシック・マイスター！
http://s.classics-meister.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057020
♪クラシック・マイスター！フル
http://ez-full.classics-meister.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057021
♪クラシック・マイスター！フル
http://s-full.classics-meister.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057022
♪クラシック・マイスター！フル
http://i-full.classics-meister.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057023
チャイナ☆ポップス
http://ez.china.wtpt.jp/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057024
チャイナ☆ポップス
http://s.china.wtpt.jp/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057025
チャイナ☆ポップス
http://i.china.wtpt.jp/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057026
チャイナ☆ポップス♪フル
http://ez-full.china.wtpt.jp/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057027
チャイナ☆ポップス♪フル
http://s-full.china.wtpt.jp/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057028
チャイナ☆ポップス♪フル
http://i-full.china.wtpt.jp/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057029
チャイナ☆ポップスRBT
http://ez-rbt.china.wtpt.jp/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057030
アメリカンオールディーズRBT
http://ez-rbt.a-oldies.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057031
ベストクラシックRBT
http://ez-rbt.bestclassic.net/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057032
サントラRBT
http://rbt.soundtrack-gekijyo.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
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アメリカン♪オールディーズ！！フル（SB） http://s-full.a-oldies.com/
RIAJ50057033
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057034
ベストクラシック♪RBT
http://s-rbt.bestclassic.net/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057035
サントラ☆RBT
http://s-rbt.soundtrack-gekijo.com
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057036
アメリカン♪オールディーズ！！RBT http://s-rbt.a-aldies.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057037
ベストクラシック♪フル
http://i-full.bestclassic.net/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057038
JAZZY♪MUSIC
http://ez.jazzy.wtpt.jp/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057039
JAZZY♪MUSIC
http://s.jazzy.wtpt.jp/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057040
アメリカンオールディーズ♪フル
http://i-full.a-oldies.com/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50057041
音楽★ベストヒット♪
http://sp.otobest.jp/
アイ・ピー・アイ株式会社
RIAJ50058001
リズモバ♪オフィシャル
http://www.rhythmedia.com
株式会社リズメディア
RIAJ50059001
AImusic
http://Aimusic.tv/
株式会社トゥーフェイス
RIAJ50060001
電撃Ｇ’ｓモバイル
http://mobile.gsmagazine.jp
株式会社アスキー・メディアワークス
RIAJ50061001
デコガール ＭＵＳＩＣ
http://decogirl.jp/mobi/i.php?uid=NULLGWDOCOMO&yrl=music
株式会社ソケッツ
RIAJ50061002
デコガール ＭＵＳＩＣ
http://decogirl.jp/mobi/emusic.php?url=music/
株式会社ソケッツ
RIAJ50061003
デコガール ＭＵＳＩＣ
http://decogirl.jp/mobi/smusic.php?url=music/
株式会社ソケッツ
RIAJ50061004
LIFE's radio
http://lifesmedia.jp
株式会社ソケッツ
RIAJ50062001
Ｓｈｏｗｔｉｍｅ
http://www.showtime.co.jp
株式会社ショウタイム
RIAJ50062002
冬のソナタ
http://mobile.showtime.jp/sonata_index.php
株式会社ショウタイム
RIAJ50062003
韓国ドラマニア！
http://mobile.showtime.jp/korea_index.php
株式会社ショウタイム
http://mobile.showtime.jp/imode/koretm/point/index.php?uid=NULLGWDOCOMO 株式会社ショウタイム
RIAJ50062004
韓流スター動画
RIAJ50063001
mero.jpうたフル
http://mero.jp/
株式会社Blau
RIAJ50064001
Nうたタウン
http://nuta-k.biz.biglobe.ne.jp/servlet/nutak
株式会社F&M
http://imode-nv.biz.biglobe.ne.jp/voicei/jsp/index.jsp?s=0&uid=NULLGWDOCOMO 株式会社F&M
RIAJ50064002
Nうたコラボイス
RIAJ50064003
大人のロック！推進計画
株式会社F&M
RIAJ50065001
BARKS
http://www.barks.jp
アイティメディア株式会社
RIAJ50066001
宝島STREET ROCK FILE公式
http://e.srf.jp/
株式会社Copyrights Vision
RIAJ50066002
試聴Z
http://psz.jp/
株式会社Copyrights Vision
サルサ120％モバイル/ラテン・サルサ♪フル
RIAJ50066003
http://salsa.adapt.jp/
ミルモ株式会社
RIAJ50066004
millmo.jp動画
http://www.fp-m.jp
ミルモ株式会社
RIAJ50066005
millmo.jp★メロカラ
ミルモ株式会社
RIAJ50066006
millmo.jp★うた
ミルモ株式会社
RIAJ50066007
millmo.jp★うたフル
ミルモ株式会社
RIAJ50067001
millmo.jp
http://www.millmo.jp/
ミルモ株式会社
RIAJ50067002
ラジうた取り放題
http://radiuta.adapt.jp/
ミルモ株式会社
カーリング クリエイティブ コンサル株式会社
RIAJ50068001
パチスロマニアックス
http://www.slo-maniax.com
RIAJ50069001
エンジェリック・オルゴール
http://angelic-orgel.jp/
有限会社エンジェリック
Hi-Fi CAMP オフィシャルモバイルサイト http://www.hi-ficamp.com
RIAJ50070001
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
Sound Horizonオフィシャルモバイルサイト http://soundhorizon.toy-be.jp
RIAJ50070002
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
UNDER CODE PRODUCTIONオフィシャルモバイルサイト http://under-code.toy-be.jp
RIAJ50070003
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070004
配信限定！Wアーティスト
http://w-artist.toy-be.jp
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070005
サンミュージック
http://sunmusic-mobile.com
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070006
KPR-リュ・シウォン
http://k-pe.net/
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070007
ソ・ジソブmobile
http://m.jisub.jp/
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070008
アン・ジェウクmobile
http://m.jaewook.jp/
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070009
SS501mobile
http://m.ss501.jp/
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070010
キム・ドンワンmobile
http://dongwan.jp/
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070011
韓国音楽コール
http://call.saranheyo.jp/
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070012
SPICE@ORANGE RANGE
http://spice-mobile.jp/
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070013
東京24区
http://tokyo24-ku.tpm.jp/
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070014
MINMI
http://minmi.tpm.jp/
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070015
◇◆May J.◇◆
http://mayj-f.com
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070016
1691モバイル
http://irokui-mobile.com
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070017
heidi.モバイル
http://m.heidi-net.com
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070018
ORANGE RANGE Mobile
http://m.orangerange.com
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50070019
青空MOBILE
http://yazr.tpm.jp/
株式会社アドウェイズ・エンタテインメント
RIAJ50071001
携帯サイト「チャクチャク・エンタメ」
http://www.chakuchaku.com/
株式会社スイートルーム
RIAJ50071002
携帯サイト「チャクチャク･サウンド」
http://www.chakuchaku.com/
株式会社スイートルーム
RIAJ50071003
携帯サイト「チャクチャク・コール」
http://www.chakuchaku.com/
株式会社スイートルーム
RIAJ50071004
チャクチャク・エンタメ
http://www.chakuchaku.com/
株式会社スイートルーム
RIAJ50071005
チャクチャク・コール
http://www.chakuchaku.com/
株式会社スイートルーム
RIAJ50072001
琉球VOX－Musichttp://full.mbut.jp
株式会社レキサス
RIAJ50074001
FREE USE MUSIC 音楽配信サイト
http://www.nash.jp/fum/
株式会社ナッシュスタジオ
RIAJ50075001
＠MUSIC♪
http://www.amusic-uta.com
アミュー株式会社
RIAJ50075002
＠MUSIC♪フル
http://www.amusic-full.com
アミュー株式会社
RIAJ50075003
ギター魂
http://www.guitar-damashii.jp
アミュー株式会社
RIAJ50075004
Enjoy☆China
http://www.enjoychina.jp
アミュー株式会社
RIAJ50075005
Enjoy☆Korea
http://www.enjoy-korea.jp
アミュー株式会社
RIAJ50075006
チャクソンUSA
http://www.amu.ne.jp/csong
アミュー株式会社
RIAJ50075007
ラテン★パラダイス
http://www.latepara.jp
アミュー株式会社
RIAJ50075008
華流★フル
http://www.c-full.jp
アミュー株式会社
RIAJ50075009
韓流★フル
http://www.k-full.jp
アミュー株式会社
RIAJ50075010
韓ドラ★天国
http://www.kd-uta.jp
アミュー株式会社
RIAJ50075011
韓ドラ★天国フル
http://www.kd-full.jp
アミュー株式会社
RIAJ50076001
IndiesCafe
http://indiescafe.jp/mb/
株式会社ネスコウイング
RIAJ50076002
IndiesCafeフル
http://f.indiescafe.jp/mb/
株式会社ネスコウイング
RIAJ50076003
IndiesCafe放題
http://toriho.indiescafe.jp/mb/
株式会社ネスコウイング
RIAJ50077001
阿部真央
http://m.abemao.com/
EMTG株式会社
RIAJ50077002
WarnerMusic♪うた
http://wa-mo.jp/i/uta
EMTG株式会社
RIAJ50077003
WarnerMusic♪うた
http://wa-mo.jp/e/uta
EMTG株式会社
RIAJ50077004
WarnerMusic♪うた
http://wa-mo.jp/sb/uta
EMTG株式会社
RIAJ50077005
WarnerMusic♪コール
http://wa-mo.jp/sb/mc
EMTG株式会社
RIAJ50077006
WarnerMusic♪ビデオ
http://wa-mo.jp/i/pv
EMTG株式会社
RIAJ50077007
WarnerMusic♪ビデオ
http://wa-mo.jp/e/pv
EMTG株式会社
RIAJ50077008
WarnerMusic♪フルプラス
http://wa-mo.jp/e/full_plus/
EMTG株式会社
RIAJ50077009
WarnerMusic♪フル邦楽
http://wa-mo.jp/i/uta_full_h/
EMTG株式会社
RIAJ50077010
WarnerMusic♪フル邦楽
http://wa-mo.jp/e/uta_full_h/
EMTG株式会社
RIAJ50077011
WarnerMusic♪フル邦楽
http://wa-mo.jp/sb/uta_full_h/
EMTG株式会社
RIAJ50077012
WarnerMusic♪フル洋楽
http://wa-mo.jp/i/uta_full_y/
EMTG株式会社
RIAJ50077013
WarnerMusic♪フル洋楽
http://wa-mo.jp/e/uta_full_y/
EMTG株式会社
RIAJ50077014
WarnerMusic♪フル洋楽
http://wa-mo.jp/sb/uta_full_y/
EMTG株式会社
RIAJ50077015
WarnerMusicMobile
http://wa-mo.jp/i/
EMTG株式会社
RIAJ50077016
WarnerMusicMobile
http://wa-mo.jp/e/
EMTG株式会社
RIAJ50077017
WarnerMusicMobile
http://wa-mo.jp/sb/
EMTG株式会社
RIAJ50077018
PS mobile
http://m.pscompany.co.jp/
EMTG株式会社
RIAJ50077019
CNBLUE★mobile
http://m.cnblue.jp/
EMTG株式会社
RIAJ50077020
FTIsland☆ワールド
http://m.ftisland.jp/
EMTG株式会社
RIAJ50077021
ナイトメア
http://nightmare.emtg.co.jp/
EMTG株式会社
RIAJ50077022
EMTGアーティストアリーナ
http://arena.emtg.jp/
EMTG株式会社
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RIAJ50078001
てれともばいる
http://k.mobile.tv-tokyo.co.jp/r/top
テレビ東京ブロードバンド株式会社
RIAJ50078002
テレビ東京ムービー★うた
http://txms.jp/
テレビ東京ブロードバンド株式会社
RIAJ50079001
Jackson Family official mobile site
http://kingofpop.jp/
株式会社LOVEGG-CUBE
RIAJ50080001
FIELDSモバイル
http://fieldsmobile.jp/
株式会社フューチャースコープ
RIAJ50082001
SHARE@
http://share.tt/
株式会社ウィール
RIAJ50083001
BREAK SOUND
http://breaksound-s.jp
株式会社メディアプラス
RIAJ50083002
BREAK SOUND フル
http://breaksound.jp
株式会社メディアプラス
RIAJ50084001
dna+ オフィシャルサイト
http://www.dna-official.com/
スターエイジ株式会社
RIAJ50084002
dna+ mobile
http://www.mobile.dna-official.com/
スターエイジ株式会社
RIAJ50084003
HOT MUSIC COLLECTION
http://fm-radio.jp/
スターエイジ株式会社
RIAJ50085001
ビデオマーケット
www.videomarket.jp
株式会社ビデオマーケット
RIAJ50086001
アニメロミックス(Android)
http://music.animelo.jp/
株式会社ドワンゴ
RIAJ50086002
K-POP Life(Android)
http://kpop.dwango.jp/
株式会社ドワンゴ
RIAJ50086003
dwango.jp(iPhone)
http://music.dwango.jp/
株式会社ドワンゴ
RIAJ50086004
dwango.jp×WILLCOM
http://willcom-uta.dwango.jp/
株式会社ドワンゴ
RIAJ50086005
ビルボード公式(Android)
http://billboard-official.dwango.jp/
株式会社ドワンゴ
RIAJ50087001
CINRA.STORE
http://store.cinra.net/
株式会社cinra
RIAJ50088001
YAMADAうた
http://yamada.mediapartners.jp/
株式会社メディアパートナーズ
RIAJ50089001
DMM.com 「SKE48の世界征服女子」 http://www.dmm.com/lod/ske48/ssj/
株式会社DMM.com
RIAJ50090001
iTunesStore
iTunesStore
RIAJ50091001
Cafe-mu
http://cafe-mu.jp/
アットザラウンジ株式会社
RIAJ50091002
@LOUNGE ミュージック
http://a.loungerecords.jp/
アットザラウンジ株式会社
RIAJ50091003
SOUNDSMART
http://soundsmart.jp/
アットザラウンジ株式会社
RIAJ50091004
ココロと身体ミュージック
http://cocokaramusic.jp
アットザラウンジ株式会社
RIAJ50092001
ムービーフル plus ミュージック
http://mfplus.jp/
株式会社ISAO
ムービーフル plus ミュージック(Andorid) http://mfplus.jp/
RIAJ50092002
株式会社ISAO
RIAJ50092003
ムービーフル plus ミュージック(iOS) http://mfplus.jp/
株式会社ISAO
RIAJ50093001
KKBOX
http://www.kkbox.com/jp/
KKBOX Japan 合同会社
RIAJ50094001
MU-TON 着信音
http://jms.mu-ton.com/
株式会社シーミュージック
RIAJ50095001
HQM Store
http://www.hqm-store.com/index.php
株式会社クリプトン
RIAJ50096001
GLAY OfficialStore G-DIRECT
http://gdirect.jp
株式会社ハイベロシティ
RIAJ50097001
Google Play Music
http://music.google.com
グーグル株式会社
RIAJ50098001
groovers
http://www.groovers.co.jp
株式会社グルーヴァーズ ジャパン
RIAJ50099001
モンスター・チャンネル
https://monstar.ch
株式会社モンスター・ラボ
RIAJ50100001
Spotify
Spotify.com
スポティファイジャパン株式会社
RIAJ60001015
SMART USEN（アプリ）
株式会社USEN
RIAJ60001016
SMART USEN（ブラウザ）
http://smart.usen.com/
株式会社USEN
RIAJ60001017
USEN×HMV
株式会社USEN
RIAJ60001018
OTORAKU-音・楽http://otoraku.jp/
株式会社USEN
RIAJ60002006
TBSオンデマンド
http://tod.tbs.co.jp
株式会社TBSテレビ
RIAJ60002007
TBSオンデマンド Android
http://tod-m.tbs.co.jp/smph/
株式会社TBSテレビ
RIAJ60002008
TBS
http://smt.tbs.co.jp
株式会社TBSテレビ
RIAJ60003001
東映うたパラダイス
http://toeif.indexweb.co.jp/if/index.php3?uid=NULLGWDOCOMO
東映株式会社
RIAJ60003002
東映うたパラダイス
http://toeiuta.indexweb.co.jp/uta/index.php3
東映株式会社
RIAJ60003003
東映うたファクトリー
http://toeiv.indexweb.co.jp/vu/index.php3?sid=AR51&pid=p557
東映株式会社
RIAJ60003004
特撮アニメ♪フル
http://i.tokuanai.jp/top.jsp?uid=NULLWGDOCOMO
東映株式会社
RIAJ60003005
特撮アニメ♪フル
http://ez.tokuani.jp/top.jsp
東映株式会社
RIAJ60003006
特撮アニメ♪フル
http://tokuani.jp/top.jsp
東映株式会社
RIAJ60003007
Movie Circus
http://www.movie-circus.jp/
東映株式会社
RIAJ60003008
東映おとなの映画BB
http://www.otona-eiga.jp/index2.php
東映株式会社
RIAJ60003009
東映特撮BBアーカイブス
http://www.tokusatsu.jp/archives/
東映株式会社
RIAJ60003010
東映特撮BB
http://www.tokusatsu.jp/
東映株式会社
RIAJ60003011
東映特撮BB on フレッツ
http://www.funbee.flets/special/toei-archives/
東映株式会社
RIAJ60003012
東映アニメＢＢプレミアムonフレッツ
http://www.funbee.flets/special/anime-bb/
東映株式会社
RIAJ60004001
最新J-POP！スペースシャワー
http://jpop-i.ssmobile.com/index.cgi?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社スペースシャワーネットワーク
RIAJ60004002
最新J-POP！スペースシャワー
http://jpop-e.ssmobile.com/index.cgi
株式会社スペースシャワーネットワーク
RIAJ60004003
最新J-POP！スペースシャワー
http://jpop-s.ssmobile.com/
株式会社スペースシャワーネットワーク
RIAJ60004004
スペシャミュージックストア
http://full-i.ssmobile.com/index.cgi?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社スペースシャワーネットワーク
RIAJ60004005
スペシャミュージックストア
http://full-e.ssmobile.com/index.cgi
株式会社スペースシャワーネットワーク
RIAJ60004006
スペシャミュージックストア
http://full-v.ssmobile.com/
株式会社スペースシャワーネットワーク
RIAJ60004007
802.DJ
http://802.dj/
株式会社スペースシャワーネットワーク
RIAJ60005001
フジ♪メロ
http://fujitv.co.jp/keitai/fujimelo
株式会社フジテレビジョン
RIAJ60005002
FNN-News.com
http://www.fnn-news.com
株式会社フジテレビジョン
RIAJ60006001
myMTV
http://m.mymtv.jp
MTV Networks Japan株式会社
RIAJ60006002
MTV FLUX
http://m.fluxnet.jp
MTV Networks Japan株式会社
RIAJ60006003
MTV Sounds＋
http://mtvuta.melo-cha.com
MTV Networks Japan株式会社
RIAJ60006004
MTV Sounds
http://mtv.melo-cha.com
MTV Networks Japan株式会社
RIAJ60007001
ytv 読売テレビ
http://mobile.ytv.co.jp
読売テレビ放送株式会社
RIAJ60008001
中京テレビ公式携帯サイト
http://k..ctv.ne.jp
中京テレビ放送株式会社
RIAJ60008002
中京100円SHOP
http://k.ctv.ne.jp/100yenshop/
中京テレビ放送株式会社
RIAJ60009001
TOKYO FM MUSIC VILLAGE
http://www.tfm.co.jp/music
株式会社エフエム東京
RIAJ60009002
TOKYO FM ♪フル
http://www.tfm.co.jp/full
株式会社エフエム東京
RIAJ60010002
bayfmメロディ
http://melody.bayfm.jp/
株式会社ベイエフエム
RIAJ60010003
bayfmメロディ
http://melody.bayfm.jp/cgi-bin/ez/index.cgi
株式会社ベイエフエム
RIAJ60011001
メ～テレ
http://www.nagoyatv.com/
名古屋テレビ放送株式会社
RIAJ60012001
アーチストステーション＋
http://as.fmosaka.net/mobile/
株式会社エフエム大阪
RIAJ60013001
hicbcモバイル
http://m.hicbc.com
中部日本放送株式会社
RIAJ60014001
MBSモバイル
http://i.mbs.jp/
株式会社毎日放送
RIAJ60014002
MBSモバイル
http://ez.mbs.jp/
株式会社毎日放送
RIAJ60014003
MBSモバイル
http://j.mbs.jp/
株式会社毎日放送
RIAJ60014004
毎日放送ホームページ
http://www.mbs.jp/
株式会社毎日放送
RIAJ60014005
毎日放送ホームページ
http://mbs1179.com/
株式会社毎日放送
MBSオンデマンド 動画イズムＺＥＲＯ（PC） http://www.mbs.jp/catchup/
RIAJ60014006
株式会社毎日放送
MBSオンデマンド 動画イズムＺＥＲＯ（アプリ） http://www.mbs.jp/catchup/sp
RIAJ60014007
株式会社毎日放送
MBSオンデマンド 動画イズム４４４（PC） 未定
RIAJ60014008
株式会社毎日放送
MBSオンデマンド
動画イズム４４４（アプリ）
RIAJ60014009
未定
株式会社毎日放送
RIAJ60015001
ケータイDEカンテーレ
http://ktv.jp/i/
関西テレビ放送株式会社
RIAJ60016001
Brandnew-Jサイト
http://www.j-wavemusic.com
株式会社Ｊ-ＷＡＶＥ
RIAJ60017001
テレビ朝日
http://mob.tv-asahi.co.jp/
株式会社テレビ朝日
RIAJ60017002
テレビ朝日ホームページ
http://www.tv-asahi.co.jp/
株式会社テレビ朝日
RIAJ60017003
tv asahi bb
http://bb.tv-asahi.co.jp/
株式会社テレビ朝日
RIAJ60017004
テレビ朝日ホームページ
http://www.tv-asahi.co.jp/
株式会社テレビ朝日
RIAJ60017005
テレ朝サウンド テレ朝サウンドフル http://u.tvasahi.jp/
株式会社テレビ朝日
RIAJ60017006
テレビ朝日
http://mobi.tv-asahi.co.jp/
株式会社テレビ朝日
RIAJ60017007
テレビ朝日
http://mobez.tv-asahi.co.jp/
株式会社テレビ朝日
RIAJ60017008
テレビ朝日
http://mobv.tv-asahi.co.jp/
株式会社テレビ朝日
RIAJ60017009
テレ朝動画
http://mobi.tv-asahi.co.jp/douga/top/i/
株式会社テレビ朝日
RIAJ60017010
テレ朝動画
http://mobez.tv-asahi.co.jp/douga/top/ez/
株式会社テレビ朝日
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RIAJ60017011
テレ朝動画
http://mobv.tv-asahi.co.jp/douga/top/v/
株式会社テレビ朝日
RIAJ60018001
東海テレビ放送公式サイト
http://www.tokai-tv.com
東海テレビ放送株式会社
RIAJ60019001
Suono Dolce
http://www.suono.jp
株式会社ニッポン放送
コミュニティ・サイマルラジオ・アライアンス（CSRA）
RIAJ60020001
サイマルラジオ
http://www.simulradio.jp
超！A&G＋（デジタルラジオ9302ﾁｬﾝﾈﾙ） http://www.agqr.jp/
RIAJ60021001
株式会社文化放送
RIAJ60022001
NHKオンデマンド
http://www.nhk-ondemand.jp
日本放送協会
RIAJ60023001
らじこん
http://www.radi-con.com/
株式会社TBSラジオ＆コミュニケーションズ
RIAJ60023002
TBSラジオ（モバイル）
http://m.tbs954.jp
株式会社TBSラジオ＆コミュニケーションズ
RIAJ60024001
おすすめ番組ナビ
http://jcn-mobile.jp/
ジャパンケーブルネット株式会社
RIAJ60025001
日テレオンデマンド
http://www.ntv.co.jp/nod/
日本テレビ放送網株式会社
RIAJ60026001
JCBA インターネットサイマルラジオ http://www.jcbasimul.com
一般社団法人日本コミュニティ放送協会
RIAJ60027001
BL・クリエーター支援サービス
http://113.43.128.162/bl-creator/
公益財団法人 放送番組センター
RIAJ60028001
WOWOWオンライン
http://www.wowow.co.jp/
株式会社WOWOW
WOWOWメンバーズオンデマンド専用アプリ
RIAJ60028002
アプリのためなし
株式会社WOWOW
WOWOWメンバーズオンデマンド専用アプリ アプリのためなし
RIAJ60028003
株式会社WOWOW
RIAJ60029001
radiko.jp
http://radiko.jp
株式会社radiko
ショップチャンネルオンラインショッピングサイト http://www.shopch.jp
RIAJ60030001
ジュピターショップチャンネル株式会社
RIAJ60031001
FOODIES magazine
http://magazine.foodiestv.jp
株式会社IMAGICA FTV
Road to Higher Next ～みちのくのミライへ～ http://www.iat.co.jp/rthn/
RIAJ60032001
株式会社岩手朝日テレビ
RIAJ70002001
EZメロディ着うた®[au]
http://guruuta.com/?ezuta=1
株式会社タイトー
RIAJ70002002
ぐるうたDX[au][softbank]
http://guruuta.com/
株式会社タイトー
http://i.melody.taito.co.jp/chakuuta/chu_main.php3?uid=NULLGWDOCOMO 株式会社タイトー
RIAJ70002003
ぐるうたDX [i-mode]
RIAJ70002004
ぐるうたフル
http://utafull.com/
株式会社タイトー
RIAJ70002005
ベストHIT USA
http://hitusa.tv
株式会社タイトー
RIAJ70003001
プラチナメロディ
http://iplatm.channel.or.jp/index.php?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社サミーネットワークス
RIAJ70003002
プラチナメロディ
http://ezplatm.channel.or.jp/index.php
株式会社サミーネットワークス
RIAJ70003003
プラチナメロディ
http://jplatm.channel.or.jp/
株式会社サミーネットワークス
RIAJ70004001
着信★うた♪
http://i-uta.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004002
着信★うた♪
http://uta.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004003
着信★うた♪
http://v-uta.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004004
着信★うた♪フル
http://full-i-uta.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004005
着信★うた♪フル
http://full-uta.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004006
着信★うた♪フル
http://full-v-uta.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004009
着信★ムービー♪
http://i-movie.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004010
着信★ムービー♪
http://e-movie.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004011
着信★クラブ洋楽♪フル（i-mode）
http://i-street.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004013
着信★クラブ洋楽♪フル（Ezweb）
http://e-street.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004015
着信★クラブ洋楽♪フル（Yahoo!）
http://y-street.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004017
着信★うた♪フル＋（着うた、Ezweb） http://full-e-uta-plus.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004018
着信★ムービー♪（Softbank）
http://y-movie.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004019
着信★コール♪（KDDI）
http://e-call.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004020
うた＆オルゴール（docomo）
http://i-mb.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004021
うた＆オルゴール（KDDI）
http://e-mb.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004022
うた＆オルゴール（Softbank）
http://y-mb.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004023
フル＆オルゴール（docomo）
http://full-i-mb.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004024
フル＆オルゴール（KDDI）
http://full-e-mb.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004025
フル＆オルゴール（Softbank）
http://full-y-mb.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004026
着信★コール♪（Softbank）
http://y-call.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004027
着信★コール♪（i-mode）
http://i-call.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004028
着信★SONG♪（i）
http://i-song.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004029
着信★SONG♪（e）
http://e-song.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004030
着信★SONG♪（y）
http://y-song.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004031
着信★SONG♪フル（i）
http://full-i-song.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004032
着信★SONG♪フル（e）
http://full-e-song.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004033
着信★SONG♪フル（y）
http://full-y-song.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004034
着信★アニメ・ゲーム♪（i）
http://i-ag.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004035
着信★アニメ・ゲーム♪（e）
http://e-ag.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004036
着信★アニメ・ゲーム♪（y）
http://y-ag.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004037
着信★アニメ・ゲーム♪フル（i）
http://full-i-ag.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004038
着信★アニメ・ゲーム♪フル（e）
http://full-e-ag.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004039
着信★アニメ・ゲーム♪フル（y）
http://full-y-ag.hudson.co.jp
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004040
ミュージックタイアップ♪ウタ (i)
http://i-mt.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004041
ミュージックタイアップ♪ウタ (e)
http://e-mt.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004042
ミュージックタイアップ♪ウタ (y)
http://y-mt.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004043
ミュージックタイアップ♪フル (i)
http://full-i-mt.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004044
ミュージックタイアップ♪フル (e)
http://full-e-mt.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70004045
ミュージックタイアップ♪フル (y)
http://full-y-mt.hudson.co.jp/
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
RIAJ70005001
あのテーマ曲を探せ！
http://ano-theme.jp
東映ビデオ株式会社
RIAJ70005002
あのテーマ曲フルソロッテル
http://ano-theme.jp/fullsorottel/
東映ビデオ株式会社
RIAJ70005003
「あのテーマSP」(Android)
http://ano-theme.jp
東映ビデオ株式会社
RIAJ70006001
セガカラMelody
http://segakara.jp
株式会社セガ
RIAJ70007001
昭和の青春ポップス
http://iuta.jp/i/index.aspx?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社公募ガイド社
RIAJ70007002
昭和の青春ポップス フル
http://iuta.jp/full/i/index.aspx?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社公募ガイド社
RIAJ70007003
昭和の演歌・歌謡曲
http://iuta.jp/full/i/Screen.aspx?site=enka&ScreenID=1
株式会社公募ガイド社
RIAJ70007004
昭和の青春ポップスフルプラス
http://iuta.jp/full/i/Screen.aspx?site=plus&ScreenID=1
株式会社公募ガイド社
RIAJ70007005
昭和の青春ポップス
http://iuta.jp/full/i/Screen.aspx?site=pops_full
株式会社公募ガイド社
RIAJ70008001
アンジェリーク
http://neo.koei.co.jp/avenue/ange
株式会社コーエー
RIAJ70008002
アンジェリーク
http://neo.koei.co.jp/avenue/ange
株式会社コーエー
RIAJ70008003
アンジェリーク
http://neo.koei.co.jp/avenue/ange
株式会社コーエー
RIAJ70008004
遥かなる時空の中で
http://neo.koei.co.jp/avenue/haruka
株式会社コーエー
RIAJ70008005
遥かなる時空の中で
http://neo.koei.co.jp/avenue/haruka
株式会社コーエー
RIAJ70008006
遥かなる時空の中で
http://neo.koei.co.jp/avenue/haruka
株式会社コーエー
RIAJ70008007
金色のコルダ
http://neo.koei.co.jp/avenue/corda
株式会社コーエー
RIAJ70008008
金色のコルダ
http://neo.koei.co.jp/avenue/corda
株式会社コーエー
RIAJ70008009
金色のコルダ
http://neo.koei.co.jp/avenue/corda
株式会社コーエー
RIAJ70008010
真・三國無双
http://neo.koei.co.jp/sm/top
株式会社コーエー
RIAJ70008011
真・三國無双
http://neo.koei.co.jp/sm/top
株式会社コーエー
RIAJ70008012
真・三國無双
http://neo.koei.co.jp/sm/top
株式会社コーエー
RIAJ70008013
戦国無双
http://neo.koei.co.jp/sen/top
株式会社コーエー
RIAJ70008014
戦国無双
http://neo.koei.co.jp/sen/top
株式会社コーエー
RIAJ70008015
戦国無双
http://neo.koei.co.jp/sen/top
株式会社コーエー
RIAJ70008018
KOEIメロコレ
http://neo.koei.co.jp/melo/top
株式会社コーエー
RIAJ70008019
KOEIうたフル
http://uta.koei.co.jp/uta/top
株式会社コーエー
RIAJ70009001
東書WEBショップ
http://shop.tokyo-shoseki.co.jp
東京書籍株式会社
RIAJ70010001
朝日・日刊メロ蔵
http://melody.asahi.com/nikkani/jsp/index.jsp?uid=NULLGWDOCOMO 朝日新聞社
RIAJ70010002
朝日・日刊メロ蔵
http://melodyv.asahi.com/nikkanj/jsp/
朝日新聞社
RIAJ70010003
朝日・日刊メロ蔵
http://melodyk.asahi.com/nikkank/jsp/index.jsp
朝日新聞社
RIAJ70010004
ｽﾎﾟｰﾂ取放題♪メロ蔵
http://melodyw.asahi.com/nikkanw/jsp/index.jsp
朝日新聞社
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RIAJ70011001
TVガイドミュージック
http://mu.tvg.jp/cgi-bin/tv/top/
株式会社 東京ニュース通信社
RIAJ70012001
ポケモンサウンド♪ムービー
http://pmh.pokemon.co.jp/
株式会社ポケモン
RIAJ70013001
GAMERSmobile
http://gmv.tjrm.jp
株式会社アイロゴス
RIAJ70013002
ふるふる
http://full.tjrm.jp/
株式会社アイロゴス
RIAJ70014001
ムービーゲート
http://movie-gate.jp
株式会社角川モバイル
RIAJ70014002
アニメNew Type
http://i.anime-newtype.jp/
株式会社角川モバイル
RIAJ70015001
松竹ＯＮＬＩＮＥ
http://shochikuonline.jp/
株式会社衛星劇場
RIAJ70016001
バンダイチャンネル
http://www.b-ch.com/
株式会社バンダイチャンネル
RIAJ70016002
バンダイチャンネル
http://m.b-ch.com/
株式会社バンダイチャンネル
RIAJ70017001
手塚治虫 アニメワールド
http://tezuka-anime.jp/
株式会社手塚プロダクション
RIAJ70018001
Real Music
http://music.jp.real.com
リアルネットワークス株式会社
RIAJ70018002
Real Guide
http://guide.jp.real.com
リアルネットワークス株式会社
RIAJ70019001
ビデックスJP
http://www.videx.jp
株式会社ビデックス
RIAJ70019002
ソクミル
http://www.sokmil.com
株式会社ビデックス
RIAJ70020001
ﾌﾟﾘｷｭｱ☆ﾓﾊﾞｲﾙ(Docomo)
http://pre.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020002
ﾌﾟﾘｷｭｱ☆ﾓﾊﾞｲﾙ(au)
http://pre.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020003
ﾌﾟﾘｷｭｱ☆ﾓﾊﾞｲﾙ(Softbank)
http://pre.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020004
銀色のオリンシス（Docomo）
http://oly.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020005
銀色のオリンシス（au）
http://oly.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020006
銀色のオリンシス（Softbank）
http://oly.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020007
東映ｱﾆﾒ☆ｺﾐｯｸ(Docomo)
http://tac.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020008
東映ｱﾆﾒ☆ｺﾐｯｸ(au)
http://tac.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020009
東映ｱﾆﾒ☆ｺﾐｯｸ(Softbank)
http://tac.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020010
ﾋﾞｯｸﾘﾏﾝ☆ﾓﾊﾞｲﾙ(Docomo)
http://bkm.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020011
ﾋﾞｯｸﾘﾏﾝ☆ﾓﾊﾞｲﾙ(au)
http://bkm.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020012
ﾋﾞｯｸﾘﾏﾝ☆ﾓﾊﾞｲﾙ(Softbank)
http://bkm.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020013
999&ﾊｰﾛｯｸ☆ANiMO(Docomo)
http://gxy.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020014
999&ﾊｰﾛｯｸ☆ANiMO(au)
http://gxy.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020015
999&ﾊｰﾛｯｸ☆ANiMO(Softbank)
http://gxy.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020016
東映アニメstyle(Docomo)
http://sty.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020017
東映アニメstyle(au)
http://sty.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020018
鬼太郎☆ANiMO(Docomo)
http://ggg.tanim.jjp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020019
鬼太郎☆ANiMO(au)
http://ggg.tanim.jjp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020020
鬼太郎☆ANiMO(Softbank)
http://ggg.tanim.jjp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020021
デジモン☆ANiMO(Docomo)
http://dgm.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020022
デジモン☆ANiMO(au)
http://dgm.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020023
デジモン☆ANiMO(Softbank)
http://dgm.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020024
神様家族☆ANiMO(Docomo)
http://god.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020025
神様家族☆ANiMO(au)
http://god.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020026
神様家族☆ANiMO(Softbank)
http://god.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020027
どれみ☆ANiMO(Docomo)
http://oja.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020028
どれみ☆ANiMO(au)
http://oja.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020029
どれみ☆ANiMO(Softbank)
http://oja.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020030
ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙ☆ANiMO(Docomo)
http://dragonball.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020031
ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙ☆ANiMO(au)
http://dgb.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020032
ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾙ☆ANiMO(Softbank)
http://dragonball.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020033
一休さん☆ANiMO(Docomo)
http://iky.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020034
一休さん☆ANiMO(au)
http://iky.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020035
一休さん☆ANiMO(Softbank)
http://iky.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020036
東映☆ANiMOまつり(Docomo)
http://tam.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020037
ｽﾗﾑﾀﾞﾝｸ☆ANiMO(Docomo)
http://sld.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020038
ｽﾗﾑﾀﾞﾝｸ☆ANiMO(au)
http://sld.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020039
ｽﾗﾑﾀﾞﾝｸ☆ANiMO(Softbank)
http://sld.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020040
ｽﾗﾑﾀﾞﾝｸ☆ANiMO.ch(Docomo)
http://sldch.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020041
京浜家族モバイル(Docomo)
http://khk.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020042
京浜家族モバイル(au)
http://khk.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020043
京浜家族モバイル(Softbank)
http://khk.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020044
ﾌﾟﾘｷｭｱ☆ANiMO(Docomo)
http://pra.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020045
北斗の拳☆ANiMO(au)
http://htk.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020046
北斗の拳☆ANiMO(Softbank)
http://htk.tanim.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020047
東映アニメBBプレミアム
http://www.anime-bb.com/
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020048
アニメジャン
http://www.animejan.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020049
聖闘士星矢・リンかけ
http://seiya-rinkake.jp/
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020050
キン肉マンmobile
http://kin29man.jp/
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020051
アラレちゃんmobile
http://arale.jp
東映アニメーション株式会社
RIAJ70020052
セーラームーン☆ANiMO
http://smoon.jp/
東映アニメーション株式会社
RIAJ70021001
なぞなぞうサイト
http://nazonazou.com
株式会社ジェンコ
RIAJ70022001
アニメ.モビ
http://animemobi.channel.or.jp/index.php
株式会社バンダイナムコゲームス
RIAJ70022002
ガンダム公式GATE（DoCoMo）
http://iggate009.channel.or.jp/i/index.php?uid=NULLGWDOCOMO
株式会社バンダイナムコゲームス
RIAJ70022003
ガンダム公式GATE（au）
http://eggate005.channnel.or.jp/e/index.php
株式会社バンダイナムコゲームス
http://sggate019.channnel.or.jp/s/index.php?uid=1&sid=BKT8&pid=P108 株式会社バンダイナムコゲームス
RIAJ70022004
ガンダム公式GATE（Softbank）
RIAJ70022005
アイドルマスターモバイル（DoCoMo） http://the.idolmaster.jp
株式会社バンダイナムコゲームス
RIAJ70022006
アイドルマスターモバイル（au）
http://au.idolmaster.jp
株式会社バンダイナムコゲームス
RIAJ70022007
アイドルマスターモバイル（Softbank） http://sb.idolmaster.jp
株式会社バンダイナムコゲームス
RIAJ70023001
GEO☆Music ストア
http://music.geo-online.co.jp/
株式会社ぽすれん
RIAJ70024001
U-NEXT
http://unext.jp
株式会社U-NEXT
RIAJ80001001
韓ドラうた完全版
http://saranheyo.jp
ソフトバンク クリエイティブ株式会社
RIAJ80001002
韓ドラうた完全版
http://full.saranheyo.jp
ソフトバンク クリエイティブ株式会社
RIAJ80001003
K-POP完全版
http://kpop.toy-be.jp
ソフトバンク クリエイティブ株式会社
RIAJ80001004
K-POP完全版
http://kpopf.toy-be.jp
ソフトバンク クリエイティブ株式会社
RIAJ80001005
John-Hoonワールド
http://jhworld.jp
ソフトバンク クリエイティブ株式会社
RIAJ80001006
BERKS☆SOUND
http://yogaku.toy-be.jp
ソフトバンク クリエイティブ株式会社
RIAJ80001007
BERKS☆SOUNDフル
http://yogakuf.toy-be.jp
ソフトバンク クリエイティブ株式会社
RIAJ80001008
BERKS☆ARTIST
http://barks.toy-be.jp
ソフトバンク クリエイティブ株式会社
RIAJ80002001
LISMO MUSIC STORE
http://dms.excite.
KDDI株式会社
LISMO Recommended（キャンペーンサイト） http://www.aucp.jp/ir05-rc92yl
RIAJ80002002
KDDI株式会社
RIAJ80002003
au one ビデオ
http://video.auone.jp/
KDDI株式会社
RIAJ80002004
au smart sports
http://au-ss.jp
KDDI株式会社
RIAJ80002005
au one music
http://music.auone.jp
KDDI株式会社
RIAJ80002006
Lismo Channel
http://www.lismo-ch.jp/entry/
KDDI株式会社
RIAJ80002007
LISMO Video Store（映像配信）
http://mv.lismovideo.jp
KDDI株式会社
RIAJ80002008
LISMO Video Store(作品紹介一覧)
http://mb.lismovideo.jp
KDDI株式会社
RIAJ80002009
音楽放送配信サービスサイト
http://portal.lismowave.jp/
KDDI株式会社
RIAJ80002010
音楽放送配信サービスサイト
https://ssl.lismowave.jp/android/regist/
KDDI株式会社
RIAJ80002011
音楽放送配信サービスサイト
https://ssl.lismowave.jp/android/portal/
KDDI株式会社
RIAJ80002012
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/index.html
KDDI株式会社
RIAJ80002013
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/plist2.html
KDDI株式会社
RIAJ80002014
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/plist3.html
KDDI株式会社
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RIAJ80002015
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p01.html
KDDI株式会社
RIAJ80002016
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p02.html
KDDI株式会社
RIAJ80002017
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p03.html
KDDI株式会社
RIAJ80002018
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p04.html
KDDI株式会社
RIAJ80002019
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p05.html
KDDI株式会社
RIAJ80002020
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p06.html
KDDI株式会社
RIAJ80002021
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p07.html
KDDI株式会社
RIAJ80002022
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p08.html
KDDI株式会社
RIAJ80002023
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p09.html
KDDI株式会社
RIAJ80002024
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p10.html
KDDI株式会社
RIAJ80002025
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p11.html
KDDI株式会社
RIAJ80002026
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p12.html
KDDI株式会社
RIAJ80002027
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p13.html
KDDI株式会社
RIAJ80002028
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p14.html
KDDI株式会社
RIAJ80002029
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p15.html
KDDI株式会社
RIAJ80002030
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p16.html
KDDI株式会社
RIAJ80002031
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p17.html
KDDI株式会社
RIAJ80002032
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p18.html
KDDI株式会社
RIAJ80002033
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/p19.html
KDDI株式会社
RIAJ80002034
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/index2.html
KDDI株式会社
RIAJ80002035
Discover Live on Mobile
http://www.discoverlive.jp/lismo/splist.html
KDDI株式会社
RIAJ80003001
うた＆メロ♪ローランド
http://rsgez.nttvisual.com/ez/top.asp
ローランド株式会社
RIAJ80004001
うたぴあ
http://uta.pia.jp/
ぴあ株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
RIAJ80005001
MUSICO
http://musico.jp
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
RIAJ80005002
MUSICO
http://musico.jp/m/
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
RIAJ80005003
ミュージコ♪フル
http://musico.jp/d/
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
RIAJ80005004
ミュージコ♪うた
http://musico.jp/d-uta/
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
RIAJ80005005
ミュージコ♪うた
http://musico.jp/s-uta/
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
RIAJ80005006
ミュージコ♪うた
http://musico.jp/a-uta/
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
RIAJ80005007
ミュージコ♪フル
http://musico.jp/s/
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
RIAJ80005008
ミュージコ♪フル
http://musico.jp/a/
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
RIAJ80005009
ミュージコ♪
http://musico.jp
RIAJ80006001
OMP
http://ompr.jp
株式会社ダイアトニック
RIAJ80007001
アニメうた王国↑
http://animek.biz.biglobe.ne.jp/aniuta/jsp/top.jsp
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007002
アニメうた王国ﾌﾙ↑
http://animefi.biz.biglobe.ne.jp/jsp/top.jsp?uid=NULLGWDOCOMO
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007003
アニメうた王国↑
http://animev.biz.biglobe.ne.jp/aniutav/jsp/
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007004
アニメうた王国ﾌﾙ↑
http://animefv.biz.biglobe.ne.jp/jsp/
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007005
ロックうた王国↑
http://rocki.biz.biglobe.ne.jp/top.jsp?uid=NULLGWDOCOMO
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007006
ロックうた王国ﾌﾙ↑
http://rockfi.biz.biglobe.ne.jp/top.jsp?uid=NULLGWDOCOMO
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007007
ロックうた王国↑
http://rockv.biz.biglobe.ne.jp/
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007008
ロックうた王国ﾌﾙ↑
http://rockfv.biz.biglobe.ne.jp/
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007015
Apres-midi Mobile
http://apres-m.jp/
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007016
Apres-midi Mobile
http://apres-m.jp/
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007017
Apres-midi Mobile
http://apres-m.jp/
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007023
ＢＩＧLOBEドーガビエンタ
http://vientai.biz.biglobe.ne.jp/
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007024
BIGLOBEストリーム
http://broadband.biglobe.ne.jp/
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007025
BIGLOBE ＶｉＤＥＯ ＳＴＯＲＥ
http://broadband.biglobe.ne.jp/vstore/
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80007026
BIGLOBE アニメ
http://anime.biglobe.ne.jp
NECビッグローブ株式会社
RIAJ80008001
MUSIC★パラダイス
http://msc-p.com/
株式会社オプトロム
RIAJ80009001
mixi
http://mixi.jp
株式会社ミクシィ
RIAJ80010001
hotexpress
http://hotexpress.co.jp/
株式会社プランテック
RIAJ80010002
Rocks on the Road
http://www.hotexpress.co.jp/rocksontheroad/
株式会社プランテック
RIAJ80010003
Billboard Japan
http://www.billboard-japan.com/
株式会社プランテック
RIAJ80011001
放送大学学園
http://www.u.air.jp
放送大学学園
RIAJ80012001
在校生のページ
http://www.bosei.tokai.ed.jp./zai/
東海大学付属望星高等学校
RIAJ80013001
民教協ホームページ
http://www.minkyo.or.jp/
財団法人民間放送教育協会
RIAJ80014001
Gyao!
http://gyao.yahoo.co.jp
株式会社GYAO
RIAJ80014002
Gyao!ストア
http://streaming.yahoo.co.jp
株式会社GYAO
RIAJ80014003
GYAO!アプリ（iOS）
アプリ展開のためなし
株式会社GYAO
RIAJ80014004
GYAO!アプリ（Android）
アプリ展開のためなし
株式会社GYAO
RIAJ80014005
GYAO!ストアアプリ（iOS）
アプリ展開のためなし
株式会社GYAO
RIAJ80014006
GYAO!ストアアプリ（Android）
アプリ展開のためなし
株式会社GYAO
RIAJ80014007
GYAO!キッズアプリ（iOS）
アプリ展開のためなし
株式会社GYAO
RIAJ80014008
GYAO!MUSICアプリ（iOS）
アプリ展開のためなし
株式会社GYAO
RIAJ80014009
GYAO!MUSIC（Android）
アプリのためなし
株式会社GYAO
RIAJ80015001
Amazon MP3
未定
アマゾンジャパン株式会社
ローヤリティーフリー動画・イメージ・音楽素材はroyaltyfree.jpへ http://royaltyfree.jp/
RIAJ80016001
株式会社PD Classic
RIAJ80016002
歌のないMUSICびでお
アプリ
株式会社PD Classic
RIAJ80017001
レゲエレコード.コム
http://www.ReggaeRecord.com
有限会社ダブストアサウンドインク
RIAJ80018001
Tapnowミュージックストア(Tapnow)
http://tapnow.jp
ACCESSPORT株式会社
Tapnowミュージックストア(Tapnow
Market)
RIAJ80018002
アプリのためなし
ACCESSPORT株式会社
RIAJ80019001
Healing Plaza
https://healingplaza.jp/
株式会社デラ
RIAJ80021001
PipiiStream
http://www.pipii.tv/
株式会社FOOTAGE
RIAJ80022001
れきおん
http://rekion.dl.ndl.go.jp/
国立国会図書館関西館
国立国会図書館デジタルコレクション＞歴史的音源 http://dl.ndl.go.jp/#music
RIAJ80022002
国立国会図書館関西館
RIAJ80023001
OTOTOY
http://ototoy.jp/top/
オトトイ株式会社
RIAJ80023002
OTOTOY（iOS）
アプリ展開のためなし
オトトイ株式会社
RIAJ80023001
Rakuten Music
楽天株式会社
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