
・文化庁
・日本音楽作家団体協議会（FCA）
・日本音楽出版社協会（MPA）
・日本音楽著作権協会（JASRAC）
・NexTone（ネクストーン）

・出版者著作権管理機構（JCOPY）
・楽譜コピー問題協議会（CARS）
・文化芸術推進フォーラム
・著作権情報センター（CRIC）
・日本書籍出版協会（JBPA）　

・日本複製権センター（JRRC）
・日本楽譜販売協会
・全国楽器協会
・授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS）
・出版教育著作権協議会

関連団体一覧（順不同）

会　　長 佐々木隆一／（一社）著作権情報集中処理機構 会長

理 事 長 下條俊幸／（株）全音楽譜出版社

副理事長 片岡博久／（有）ケイ・エム・ピー

副理事長 兼 会計理事 時枝　正／（株）音楽之友社

理　　事 森田敏文／（株）シンコーミュージック・エンタテイメント

理　　事 兼 事務局長 島　茂雄／ (一社)日本楽譜出版協会 事務局

監　　事 鈴木廣史／（株）サーベル社

監　　事 久保貴靖／（株）フェアリー

顧　　問 本橋慎弥／前理事・前事務局長

名誉顧問 内田　豊／初代責任理事

販 売 対 策 委 員 会

著 作 権 委 員 会

制 作 委 員 会

広 報 委 員 会

委 員 長 野田修市／（株）ドレミ楽譜出版社
副委員長 春日井健／（株）シンコーミュージック・エンタテイメント
副委員長 服部太一／（株）リットーミュージック

委 員 長 木村一貴／カワイ出版（（株）全音楽譜出版社カワイ出版部）
副委員長 山田真孝／教育出版（株）
副委員長 千野有紀子／（株）ヤマハミュージックエンタテイメントホールディングス

委 員 長 新居隆行／（株）全音楽譜出版社
副委員長 川元啓司／カワイ出版（（株）全音楽譜出版社カワイ出版部）
副委員長 三須友裕／東京書籍（株）

委 員 長 北村嘉孝／（株）ジャパン・ミュージックワークス
副委員長　 久保貴靖／（株）フェアリー
副委員長　 河合正仁／（株）シンコーミュージック・エンタテイメント

委 員 長 下條俊幸／（株）全音楽譜出版社
副委員長　 富澤勇次／（有）中央アート出版社
副委員長　 片岡新之助／（有）ケイ・エム・ピー

委 員 長 今井康人／（株）教育芸術社
副委員長　 山田真孝／教育出版（株）

ネットワーク委員会

ＳＡＲＴＲＡＳ
関連対策特別委員会

（令和2年10月1日現在）

一般社団法人 日本楽譜出版協会　組織一覧



「一般社団法人 日本楽譜出版協会」加盟社一覧（五十音順）

会員資格

手続き

当協会では、下記の規定により、随時入会を受け付けております。

入会のご案内

【正 会 員】 １. 会社の業態として、楽譜の出版および販売を行っていることが明らかであること。
 ２. 本会の目的に賛同し、入会金及び会費等を納めた者。

【賛助会員】 １. 本会の目的に賛同し、賛助会費を納めた者。

入会申込書（法人登記簿謄本を添
付）を理事長宛に提出されますと、
社員総会にはかり、その承認を受
けてから正式に入会して頂きま
す。詳細につきましてはメールに
てお問い合わせ下さい。

入会金
および
会　費

【正会員】
１. 入会金：50,000円
２. 会　費：10,000円（月額）及び特別年会費
【賛助会員】
１. 入会金：（入会金はなし）
２. 会　費：5,000円（月額）

一般社団法人 日本楽譜出版協会（2020年11月発行）
〒101-0021 千代田区外神田2-18-21 楽器会館４Ｆ　TEL&FAX 03-3257-8797　URL http://www.j-gakufu.com

 会社名 代表者 住所 ホームページ

 アルソ出版（株） 上原 浩嗣 161-0033　新宿区下落合3-2-16-2F http://www.alsoj.net/

（株）エー･ティー･エヌ 小林小百合 161-0033　新宿区下落合3-12-21 目白エミネンス102号室 http://www.atn-inc.jp/

（株）音楽之友社 堀内久美雄 162-8716　新宿区神楽坂6-30 http://www.ongakunotomo.co.jp/

（株）学研プラス（音楽事業室） 中村 公則 141-8412　品川区西五反田2-11-8-15F http://gakken.jp/ongaku/

カワイ出版（（株）全音楽譜出版社カワイ出版部） 亀田 正人 161-0034　新宿区上落合2-13-3 全音楽譜出版社内 http://editionkawai.jp/

（株）教育芸術社 市川かおり 171-0051　豊島区長崎1-12-14 http://www.kyogei.co.jp/

 教育出版（株） 伊東 千尋 135-0063　江東区有明3-4-10 TFTビル西館 http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/

（株）共同音楽出版社 豊田 治男 171-0051　豊島区長崎3-19-1 http://www.kyodomusic.jp/

（有）ケイ・エム・ピー 片岡 博久 171-0043　豊島区要町3-41-10 新東京観光ビル2F http://www.kmp.co.jp/

（株）現代ギター社 廣瀬 利明 171-0044　豊島区千早1-16-14 http://www.gendaiguitar.com/

（株）サーベル社 鈴木 廣史 130-0025　墨田区千歳2-9-13 ルックハイツ両国1F http://www.saber-inc.co.jp/

（株）ジャパン・ミュージックワークス 北村 嘉孝 101-0031　千代田区東神田1-10-4 新川ダイユウビル902 http://www.at-elise.com/

（株）自由現代社 竹村 欣治 171-0033　豊島区高田3-10-10 ドレミ・サーティース・メモリアル5F http://www.j-gendai.co.jp/

（株）春秋社 神田　 明 101-0021　千代田区外神田2-18-6 http://www.shunjusha.co.jp/

（株）シンコｰミュージック・エンタテイメント 草野 夏矢 101-8475　千代田区神田小川町2-1 http://www.shinko-music.co.jp/

（株）鈴木楽器製作所 鈴木 禮子 430-0852　浜松市中区領家2-25-7 http://www.suzuki-music.co.jp/

（株）全音楽譜出版社 中村 尚雄 161-0034　新宿区上落合2-13-3 http://www.zen-on.co.jp/

（有）中央アート出版社 富澤 勇次 135-0006　江東区常盤1-18-8 伊東倉庫（株）内 http://www.chuoart.co.jp/

（株）東音企画 福田 成康 170-0002　豊島区巣鴨1-15-1 http://www.to-on.com/

 東京書籍（株） 千石 雅仁 114-8524　北区堀船2-17-1 http://www.tokyo-shoseki.co.jp/

（株）ドレミ楽譜出版社 山下　浩 171-0033　豊島区高田3-10-10 ドレミ・サーティース・メモリアル4Ｆ http://www.doremi.co.jp/

（株）日研（くおん出版） 吉川 秀雄 577-0065　東大阪市高井田中3-8-5 http://nikken-p.com/kuon/

 日本キリスト教団出版局 飯　   光 169-0051　新宿区西早稲田2-3-18-41 http://bp-uccj.jp/

（株）フェアリー 久保 貴靖 110-0004　台東区下谷1-4-5 ルーナ・ファースト4F http://www.fairysite.com/

（一般財）ヤマハ音楽振興会 大池 真人 153-8666　目黒区下目黒3-24-22 http://www.yamaha-mf.or.jp/

（株）ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 播磨 洋介 171-0033　豊島区高田3-19-10 昭栄高田馬場ビル http://www.yamaha-meh.co.jp/

（株）ライリスト社 岩間 昌一 466-0051　名古屋市昭和区御器所1-6-24 http://www.lyrist.co.jp/

（株）リットーミュージック 松本 大輔 101-0051　千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング http://www.rittor-music.co.jp/


