CASSETTE EXPRESS トラックリスト
(カセットテープ用)

株式会社Side-Bクリエーションズ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-8-404

TEL : 0120-33-45-78

mail : cassette@kandamusic.com

※必要事項をご記入の上、オーダーフォームとトラックリストを合わせてメール添付にてご送付ください。

発注日：

年

月

日

お客様情報
会社名(Company)
お名前(Name)

携帯電話(Mobile)

電話(TEL)

EMAIL
〒

所在地(Address)

商品仕様
品番(Catalog #)
アーティスト(Artist)
タイトル名(Title)
※曲数に関わらずA面で1ファイル、B面で1ファイルの入稿を選好しております。ファイルの入稿数に関わらず、必ず収録順に曲名・収録時間、各面毎の合計分数を全てご記載下さい。

A面(Track-A)

曲名(Song Title)

収録時間(Time)

原盤権(IPR)※

収録時間(Time)

原盤権(IPR)※

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10

A面合計分数(Side-A Total)
B面(Track-B)

曲名(Song Title)

B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10

B面合計分数(Side-B Total)
備考(Remarks)
原盤権に関するチェック、直筆署名及びアルファベットの活字体でご記入をお願いいたします (※IPR - Intellectual Property Rights)。
下記ご記入の可否・詳細がご不明な場合、弊社にてご希望に沿えるようサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

原盤権(IPR)

上記音源の原盤権を保有 (Owned)�

自筆署名(Signed)

上記音源のライセンス契約を締結 (Licensed)�

ご担当者名(活字体)

その他 (Others)�

CASSETTE EXPRESS
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) FORM
- Cassette Tape Duplication -

Company (会社名) :

Address (ご住所) :

Name (ご担当者名) :

Artist (アーティスト名) :

Title (タイトル名) :

※いずれかに⚪︎を付けてください。
Distribution (流通形態) :

社内限 / 流通 / 会場限定販売 / ノベルティ / 他 (

Country (主な販売国) :

Japan / 他 (

Content (音源内容) :

コンピレーション / 単一アーティスト

Type (ジャンル) :

音楽 / 会話 / 他 (

IPR (原盤権利有無) :

Yes

/

)

)

)

No

We confirm that we own the Intellectual Property Rights (IPR) for the entire tape contents.

Signed (ご署名) :

Print Name (活字体) :

Position (役職) :

Date (日付) :

/

/

We affirm that all information provided herein is true and that all disc contents are properly licensed for duplication/replication under the
terms of the original rights holder(s). Proof of such licensing and/or trademark authorization is attached. I agree to abide by your Terms and
Conditions. Your subcontractor reserves the right to refuse the processing of any order not complying.

Side-B Creations Inc.

6-25-8-404, Jingumae, Shibuya City, Tokyo 150-0001, Japan
TEL : 0120-33-45-78 / EMAIL : cassette@kandamusic.com

記入例
CASSETTE EXPRESS トラックリスト
(カセットテープ用)

mail : cassette@kandamusic.com

※必要事項をご記入の上、オーダーフォームとトラックリストを合わせてメール添付にてご送付ください。

会社名(Company)
お名前(Name)
電話(TEL)

所在地(Address)

150-0001
東京都渋谷区神宮前6-25-8

発注日：

2099

年

01

月

31

日

お客様情報

CASSETTE EXPRESS
Taro Cassette
0120-330-203
〒

株式会社Side-Bクリエーションズ
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-8 神宮前コーポラス404号室
TEL : 0120-33-45-78

携帯電話(Mobile)
EMAIL

090-0000-0000
cassette@kandamusic.com

神宮前コーポラス404号室
商品仕様

VNC-999 流通の無い場合でも任意の品番を記入ください。
アーティスト(Artist) CASSETTE BAND
タイトル名(Title) CASSETTE ALBUM
品番(Catalog #)

※曲数に関わらずA面で1ファイル、B面で1ファイルの入稿を選好しております。ファイルの入稿数に関わらず、必ず収録順に曲名・収録時間、各面毎の合計分数を全てご記載下さい。

A面(Track-A)
A01
A02
A03
A04

曲名(Song Title)

VNC-999̲SIDE-A01̲XXXX
VNC-999̲SIDE-A02̲XXXX
VNC-999̲SIDE-A03̲XXXX
VNC-999̲SIDE-A04̲XXXX

曲名はアルファベット表記または英語表記で、

A05

収録時間(Time)

02:59
03:59
04:02
11:59

品番-サイド-トラックナンバー（曲順）̲曲名の

A06

CASSETTE EXPRESE.inc
CASSETTE EXPRESE.inc
CASSETTE EXPRESE.inc
CASSETTE EXPRESE.inc

曲毎の原盤権を保有する個人または団体の名称を
英語またはアルファベットで記載ください。

順番に記載ください。

A07

原盤権(IPR)※

A08
A09
A10

B面(Track-B)
B01
B02
B03
B04

A面合計分数(Side-A Total)

22:59

曲名(Song Title)

収録時間(Time)

VNC-999̲SIDE-B01̲XXXX
VNC-999̲SIDE-B02̲XXXX
VNC-999̲SIDE-B03̲XXXX
VNC-999̲SIDE-B04̲XXXX

02:59
03:59
04:02
11:59

原盤権(IPR)※
CASSETTE EXPRESE.inc
CASSETTE EXPRESE.inc
CASSETTE EXPRESE.inc
CASSETTE EXPRESE.inc

B05
B06
B07
B08
B09
B10

B面合計分数(Side-B Total)

22:59

備考(Remarks)

原盤権に関するチェック、直筆署名及びアルファベットの活字体でご記入をお願いいたします (※IPR - Intellectual Property Rights)。
下記ご記入の可否・詳細がご不明な場合、弊社にてご希望に沿えるようサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

原盤権(IPR)

自筆署名(Signed)

原盤権を所有する本人または団体の代表（担当者も可）の署名欄

ご担当者名(活字体)

原盤権を所有する本人または団体の代表（担当者も可）の署名欄

記入例

CASSETTE EXPRESS
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) FORM
- Cassette Tape Duplication 原盤権を保有する会社名

CASSETTE EXPRESS.inc

Company (会社名) :

原盤権を保有する会社または個人の住所

Address (ご住所) :

6-25-8 Jingumae,ShibuyaCity,Tokyo 150-0001 Japan
ご注文担当者様のお名前をアルファベット又は英語表記で記載

Taro Cassette

Name (ご担当者名) :

本案件の収録アーティストまたは収録者のお名前

EXPRESS BAND

Artist (アーティスト名) :

本案件のタイトル

Title (タイトル名) :

EXPRESS ALBUM

※いずれかに⚪を付けてください。
Distribution (流通形態) :

↓手売りのみなどは会場限定に○、WEB限定など記載の無い流通形態はその他に記入

社内限 / 流通 / 会場限定販売 / ノベルティ / 他 (

Country (主な販売国) :

Japan / 他 (

Content (音源内容) :

コンピレーション / 単一アーティスト

Type (ジャンル) :

音楽 / 会話 / 他 (

IPR (原盤権利有無) :

Yes

/

)

)
←収録内容のタイプ、音楽や会話以外の
自然音や効果音だけの場合はその他に記載

)

No ←保有を前提ですのでYesに○

We conﬁrm that we own the Intellectual Property Rights (IPR) for the entire tape contents.

原盤権を保有する方または担当者様の直筆又はペンタブレット等でのご署名

Signed (ご署名) :
原盤権を保有する方または担当者様のご署名を活字体

Print Name (活字体) :

Position (役職) :

Date (日付) :

Taro Cassette

原盤権を保有する方または担当者様の役職

President

20××/01/31

We aﬃrm that all information provided herein is true and that all disc contents are properly licensed for duplication/replication under the
terms of the original rights holder(s). Proof of such licensing and/or trademark authorization is attached. I agree to abide by your Terms and
Conditions. Your subcontractor reserves the right to refuse the processing of any order not complying.

6-25-8 Jingumae,Shibuya City, Tokyo 150 0001,
- Japan
TEL : 0120-33-45-78 / EMAIL : contact@vinylstar.jp

