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PC・携帯電話・タブレット端末・ゲーム機等を用いてインターネット上でNexTone管理作品を利用する
場合に必要となる著作権の許諾⼿続きについてご案内いたします。

はじめに

インターネット上の⾳楽利用イメージ
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視聴ユーザー ⾳楽コンテンツ
配信サーバー

(サービス事業者)
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⾳楽のみの利⽤ 映像を伴う利⽤ 歌詞・楽譜の利⽤

⾳楽配信 ミュージックビデオ

画配信
(映画・ドラマ・アニメ等)

カラオケ

ゲーム

ソーシャルネットワークサービス

生中継・投稿型サービス

インターネット上での主な⾳楽利⽤例

コマーシャル配信

歌詞・楽譜オンライン表示

ブログ・ホームページ

電子書籍

インタラクティブ配信での⾳楽利用は、以下のようなサービスが該当いたします。

着メロ・着うた

リングバックトーン
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NexTone管理作品の確認⽅法

NexToneの管理作品および管理範囲は、以下の⽅法でご確認いただけます。

特定作品のNexToneの管理状況を確認したい

NexTone管理の全作品を確認したい
⼤量作品を配信するサービスを検討している
NexTone管理作品の更新差分情報を確認したい

➡『作品データベース』での検索(P.6〜9参照)

作品名やアーティスト等をキーワードにした検索で、最新のNexToneの管理状況をご確認いただけます。
【更新時期】随時
【掲載内容】NexTone管理作品、NexTone管理予定作品(未確定作品)

➡『確定作品リスト』での検索(PlayN利⽤マニュアルP.7〜9参照)

全作品・新規管理作品・解約作品等の目的に応じたNexTone管理作品⼀覧をご確認いただけます。
【更新時期】1月・4月・7月・10月の各月第5営業日
【掲載内容】NexTone管理作品のみ
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作品データベースによるNexTone管理作品の確認⽅法

NexTone管理作品の検索は、以下の⼿順で⾏います。

① NexToneホームページ
http://www.nex-tone.co.jp/
にアクセスします。

②『作品検索』をクリックして、
「作品検索データベース 利用規約」に
同意します。



③ 任意の検索キーワードを
⼊⼒します。

インタラクティブ配信がNexTone
管理の作品を検索したい場合は
『配信』をクリックします。

検索結果の並び順を
選択します。④『以上の条件で検索する』を

クリックします。

作品データベースによるNexTone管理作品の確認⽅法

7



⑤ 検索結果の作品名をクリックして、
作品詳細画面を開きます。

「著作者/権利者」、「アーティスト」、
「管理区分」で検索結果を絞り込みます。

NexToneの管理区分を示しています。

作品データベースによるNexTone管理作品の確認⽅法
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・NexTone管理作品→”確定“
・NexTone管理予作品→ブランク

2017年3月以前に用いられていた作品コードです。
2017年4月以降のご利用についてはNexTone作品コード
による管理が⾏われています。

権利者の届出によるアーティストです。
カバー等でアーティストが異なる場合でも
同⼀作品であればNexTone管理となります。

NexToneの管理区分を示しています。
(上段→詞、下段→曲)

作品データベースによるNexTone管理作品の確認⽅法

9



10

遡及対象作品について

NexTone管理作品の中には、タイアップ待ち等の著作権者の⽌むを得ない事由によりNexToneが
管理することが遅れて確定する作品（以下、「遡及対象作品」といいます）があります。

遡及対象作品は、NexTone管理開始の最⼤6ヶ月前まで遡ってご利用状況に応じたご報告・お⽀払いが
必要になります。遡及対象作品リストにて対象の作品・利用年月をご確認ください。
(詳細はPlayN利用マニュアルP.7〜10参照)

遡及対象期間
(最⼤6ヶ月)

NexTone
管理開始年月
2019年7月2019年1月

通常利用期間

10月 2020年1月

権利者からの届出により
NexToneが使用料を請求



利⽤許諾申請の必要有無について

利用許諾申請が
必要です

サービス収⼊
がある

利用許諾申請は
不要です

インターネット上で
⾳楽を利用する

権利者として
⾃⼰利用する

権利者からの
使用料免除許諾

がある
試聴目的(※)
で利用する

インタラクティブ配信での利用許諾申請の必要有無を以下のチャートでご確認ください。

はい いいえ

【※試聴目的に該当する利用】
①CD・DVD等の製作または販売事業者が⾃らのホームページにおいて商品に収録されたものと同⼀の著作物を45秒以内で試聴させる場合
②NexToneに管理委託する⾳楽出版社が⾃らのホームページにおいて著作物を45秒以内で試聴させる場合
③配信事業者が購⼊者に対して購⼊画面で購⼊対象と同⼀の著作物を45秒以内で試聴させる場合 11



利⽤許諾申請の必要有無について(生中継・投稿型サービス向け)

利用許諾申請は
不要です

生中継・投稿型サービスでの利用許諾申請の必要有無を以下のチャートでご確認ください。

はい いいえ

生中継・投稿
コンテンツを
外部サイトに
貼り付ける

生中継・
投稿する

生中継・投稿型の
サービス上で

⾳楽を利用する
利用許諾申請が

必要です

CMコンテンツ
を投稿する

(※1)

対象サービスに
NexToneの

包括許諾がある
(※２)

外部サイトでの
収⼊がある

利用許諾申請は
不要です

【※1 コマーシャル配信に該当する利用】
CMコンテンツを投稿する場合には広告目的複製の利用許諾申請も必要となります。
NexToneが広告目的複製の権利を管理している作品をご利用の場合は所定のお⼿続きが必要になります。
詳しくは http://www.nex-tone.co.jp/user/cm.html をご参照ください。
なお、広告目的複製の権利を権利者が⾃⼰管理している場合は当権利者へお問合せください。

【※2 NexToneの包括許諾があるサービス】
詳しくは contact_id@nex-tone.co.jp 宛までお問合せください。 12



使⽤料の請求⽅針について

NexTone管理作品のご利用に伴う使用料のご請求⽅針は以下のようになっております。

利用許諾

利用実績
“なし”

お⽀払い請求

お⽀払い
不要

利用実績報告

※許諾内容に応じた利用実績をご報告いただいております。(P.14〜18参照)
※使用料合計が1円未満の場合はお⽀払いは不要です。最低使用料や⼿数料等のご請求もございません。
※ご請求額が少額等あらゆる事由においてご請求の翌期繰り越しは⾏っておりません。

利用実績
“あり”
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使⽤料の計算⽅法①「⾳楽利⽤を主とした場合」

NexToneからご請求差し上げる使用料は、許諾内容に応じて主に以下のように計算しております。

配信形式/販売形式
課⾦・収⼊

有り 無し

ダウンロード配信
以下の①・②のいずれか多い額
①販売価格×8%×ダウンロード回数
②8円×ダウンロード回数

8円×ダウンロード回数

ストリーム配信 サービス収⼊×3.5%×管理作品の利⽤割合 月額5,000円×管理作品の利⽤割合

サブスクリプション
以下の①・②のいずれか多い額
①サービス収⼊×8%×管理作品の利⽤割合
②60円×総加⼊者数×管理作品の利⽤割合

60円×総加⼊者数×管理作品の利⽤割合

許諾内容によって異なる計算⽅法・数値が用いられる場合があります。
詳しくは使用料規程 http://www.nex-tone.co.jp/public/royalty.pdf をご参照ください。

◎使⽤料の計算にあたってご報告いただく必要がある利⽤実績の主な項目(利⽤実績報告概要P.5参照)
・利用作品名およびNexTone作品コード
・利用作品の作詞者、作曲者、アーティスト名
・コンテンツの販売価格
・コンテンツのリクエスト回数(ダウンロード回数、再生回数、視聴者数 等)
・サービス収⼊(ストリーム配信、サブスクリプションの場合)
・あらゆるコンテンツの総リクエスト回数(ストリーム配信、サブスクリプションの場合) 
・総加⼊者数(サブスクリプションの場合)

サービス事例︓⾳楽・ミュージックビデオ・カラオケ等
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使⽤料の計算⽅法②「⾳楽利⽤が主ではない場合」

NexToneからご請求差し上げる使用料は、許諾内容に応じて主に以下のように計算しております。

配信形式/販売形式
課⾦・収⼊

有り 無し

ダウンロード配信 お問合せください

ストリーム配信 サービス収⼊×2.625%×管理作品の利⽤割合 月額5,000円×管理作品の利⽤割合

サブスクリプション お問合せください

◎使⽤料の計算にあたってご報告いただく必要がある利⽤実績の主な項目(利⽤実績報告概要P.5参照)
・利用作品名およびNexTone作品コード
・利用作品の作詞者、作曲者、アーティスト名
・コンテンツの販売価格
・コンテンツのリクエスト回数(再生回数、視聴者数 等)
・サービス収⼊
・あらゆるコンテンツの総リクエスト回数
※ダウンロード配信、サブスクリプションについてはお問合せください

サービス事例︓ユーザー投稿・生中継等

許諾内容によって異なる計算⽅法・数値が用いられる場合があります。
詳しくは使用料規程 http://www.nex-tone.co.jp/public/royalty.pdf をご参照ください。
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使⽤料の計算⽅法③「ゲームの場合」

NexToneからご請求差し上げる使用料は、許諾内容に応じて主に以下のように計算しております。

配信形式/販売形式
課⾦・収⼊

有り 無し

ダウンロード配信
以下の①・②のいずれか多い額
①1曲あたりの販売価格・広告料等収⼊

×6.2%×ダウンロード回数
②6.2円×ダウンロード回数

6.2円×ダウンロード回数

ストリーム配信 サービス収⼊×2.625%×管理作品の利⽤割合 月額5,000円×管理作品の利⽤割合

サブスクリプション
以下の①・②のいずれか多い額
①ひと月当たりの会費×0.62%×利⽤者数×利⽤曲数
②0.62円×利⽤者数×利⽤曲数

使⽤料の計算にあたってご報告いただく必要がある利⽤実績の主な項目(利⽤実績報告概要P.5参照)
・利用作品名およびNexTone作品コード
・利用作品の作詞者、作曲者、アーティスト名
・コンテンツの販売価格
・コンテンツのリクエスト回数(ダウンロード回数、プレイ回数 等)
・サービス収⼊(ストリーム配信の場合)
・あらゆるコンテンツの総リクエスト回数(ストリーム配信の場合)
・ひと月あたりの会費(サブスクリプションの場合)
・利用者数(サブスクリプションの場合)
※⼀般ゲームについてはお問合せください

サービス事例︓⾳楽ゲーム

⼀般ゲームは権利者の指値が使用料となります。
詳しくは使用料規程 http://www.nex-tone.co.jp/public/royalty.pdf をご参照ください。
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使⽤料の計算⽅法④「コマーシャル配信の場合」

NexToneからご請求差し上げる使用料は、許諾内容に応じて主に以下のように計算しております。

配信形式
媒体

Web媒体における広告枠 企業ホームページ等

ダウンロード配信
(有期限)

以下の①・②のいずれか多い額
①1曲1CMコンテンツ1,000リクエスト回

数ごとに50円の累計額
②5,000円

ー

ストリーム配信 月額5,000円×管理作品の利⽤割合

使⽤料の計算にあたってご報告いただく必要がある利⽤実績の主な項目(利⽤実績報告概要P.5参照)
・利用作品名およびNexTone作品コード
・利用作品の作詞者、作曲者、アーティスト名
・コンテンツのリクエスト回数
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使⽤料の計算⽅法⑤「歌詞・楽譜の場合」

NexToneからご請求差し上げる使用料は、許諾内容に応じて主に以下のように計算しております。

配信形式/販売形式
課⾦・収⼊

有り 無し

ダウンロード配信
(内国作品)

以下の①・②のいずれか多い額
①販売価格×10%×ダウンロード回数
②10円×ダウンロード回数

7.5円×ダウンロード回数

ダウンロード配信
(外国作品)

以下の①・②のいずれか多い額
①販売価格×20%×ダウンロード回数
②歌詞・楽曲それぞれ20円×ダウンロード

回数

歌詞・楽曲それぞれ20円×ダウンロード回
数

ストリーム配信 サービス収⼊×3.5%×管理作品の利⽤割合 月額5,000円×管理作品の利⽤割合

サブスクリプション 利⽤者代表団体と協議中のため、詳細はお問合せください

使⽤料の計算にあたってご報告いただく必要がある利⽤実績の主な項目(利⽤実績報告概要P.5参照)
・利用作品名およびNexTone作品コード
・利用作品の作詞者、作曲者、アーティスト名
・コンテンツの販売価格
・コンテンツのリクエスト回数(ダウンロード回数、ページビュー数 等)
・サービス収⼊(ストリーム配信の場合)
・あらゆるコンテンツの総リクエスト回数(ストリーム配信の場合)
※サブスクリプションについてはお問合せください 18



お⽀払いまでの⼿続き概略

NexTone管理作品のご利用に伴う使用料のお⽀払いまでのお⼿続きの流れは以下のとおりです。

利⽤者による⼿続き

NexToneによる⼿続き

利用許諾約款同意
利用者情報登録① 利用許諾申請③ ⑥ 許諾番号、

許諾マーク掲載 ⑧ 確定作品リスト
ダウンロード ⑨ 利用実績報告 ⑫ 請求明細確認

お⽀払い

利用者情報承認② 申請内容確認④ 許諾番号、
許諾マーク発⾏⑤ 報告受付開始⑦ 報告内容確認

使用料計算⑩ 請求書発⾏⑪

3営業日以内 5営業日以内

随時⼿続き可

3ヶ月に⼀度

3ヶ月に⼀度

マークはNexTone著作権管理システム「PlayN」によるお⼿続きになります。
PlayNとはNexTone管理作品の利用許諾・報告に関するお⼿続き等を⾏っていただけるシステムです。
(※ ⼀般ゲーム配信・コマーシャル配信には③・⑨・⑫は現在対応しておりません)
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利⽤者情報のご登録の流れ

利用者情報のご登録は、以下の⼿順で⾏います。
※初回の利用申請時(利用者情報未登録の場合)のみお⼿続きください

① NexToneホームページ
http://www.nex-tone.co.jp/
にアクセスします。

② 『⾳楽利用者の皆さま』をクリックします。

③ 『インターネット上で⾳楽を利用』
をクリックします。
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利⽤者情報のご登録の流れ

⑤ 著作物利用許諾契約約款をご確認のうえ、
『同意する』をクリックします。

④ 画面下程にある『利用者情報の登録へ進む』を
クリックします。



利⽤者情報のご登録の流れ

⑥ 画面に沿って基本情報を⼊⼒して、
『次へ』をクリックします。

『法人の種類』に該当項目がない場合、
法人名に記⼊します。
※『法人の種類』と『法人名』には半角
スペースを⼊⼒します。

“任意団体”・”非営利団体”も含みます。
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利⽤者情報のご登録の流れ

報告・請求 当が⼀般 当と異なる場合は、
それぞれクリックして⼊⼒します。
※報告・請求 当を⼊⼒した場合、

NexToneからの報告・請求関連のご連絡は
当該 当宛へとなります。

【報告 当宛のご連絡例】
・報告受付開始のお知らせ
・確定作品リスト更新のお知らせ
・報告スケジュールに関するお知らせ
・報告内容の問合せ

【請求 当宛のご連絡例】
・⼊⾦関連の問合せ

⑦ 画面に沿って 当者情報を⼊⼒して、
『次へ』をクリックします。
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利⽤者情報のご登録の流れ

⑧ PlayNのログインに必要な任意の
ID・パスワードを⼊⼒します。

ご本人確認を 当者情報とは異なる
メールアドレスで⾏う場合は修正します。

⑨『次へ』をクリックします。
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利⽤者情報のご登録の流れ

⑪ 確認メールを受信したら本文中の
URLをクリックして、申込みます。

⑫ 登録⼿続きが完了したらメールで
お知らせします。

⑩ ⼊⼒内容を確認のうえ、
『申込』をクリックします。
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利⽤許諾申請の⽅法について

※︓コマーシャル=インターネット上の広告枠・企業ホームページ等で再生される企業・商品プロモーション 画
⼀般ゲーム=⾳楽ゲーム以外のゲーム

◆著作隣接権などの許諾について
市販のCDなどを⾳源として利用するなどの場合には、レコード製作者・実演家の事前許諾が必要となります。
レコード会社およびアーティストマネジメントオフィスなどに連絡の上、予め必ず著作隣接権者の許諾を得てください。

◆著作者人格権について
著作者の許可無く著作物に替え歌をつけたり、改ざん、変更を加えたりして著作物を利用することは、
著作者人格権の侵害となります。著作者人格権を最⼤限尊重の上、著作物をご利用ください。

◆無許諾利用について
NexToneおよび著作隣接権者らの利用許諾を得ずに作品を利用した場合、⺠事・刑事上の責任を問われることがあります。

◆海外利用について
権利者同意のうえ、海外の著作権管理団体・SPとの間で使用料の⼆重徴収が発生しないことが 保されている場合に限り、
NexToneが海外での利用についても許諾することがあります。

⾳楽・ミュージックビデオ・カラオケ・投稿サービス・歌詞/楽譜 等

コマーシャル・一般ゲーム

➡ NexTone著作権管理システム「PlayN」https://playn.nex-tone.co.jp よりお⼿続きください
(PlayN利用マニュアルP.17参照)

➡ 所定の申請フォームをメール添付でご提出ください
(P.27〜参照)

※︓配信形式(ダウンロード・ストリーミング)・課⾦形式(都度課⾦型・会費型・広告無料型)・利用内容(⾳源・ミュージックビデオ
・歌詞 等)ごとにご申請ください。

※︓申請とあわせてサービス概要書を contact_id@nex-tone.co.jp 宛までご提出いただくと許諾がスムーズに⾏われます。
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一般ゲーム・インターネットCMの利⽤許諾申請

⼀般ゲーム・インターネットCMの利用許諾申請は、以下の⼿順で⾏います。

① NexToneホームページ
http://www.nex-tone.co.jp/
にアクセスします。

②『⾳楽利用者の皆さま』をクリックします。

③『各種申請書類ダウンロード』をクリックします。



一般ゲーム・インターネットCMの利⽤許諾申請

28

④ 以下の申請書をクリックして、ダウンロードします。
・⼀般ゲーム配信

→著作物利用申請書(⼀般ゲーム配信)
・コマーシャル配信

→著作物利用申請書/配信回数報告書(コマーシャル配信)

記⼊例をダウンロードできます ⑤ 申請書に必要事項を記⼊します。
【記⼊例・注意事項】

・⼀般ゲーム配信→P.29参照
・コマーシャル配信→P.30参照

⑥ 申請書をcontact_id@nex-tone.co.jp 宛に送付します。

⑦ NexToneが申請内容を確認のうえ、
ご登録のメールアドレス宛に許諾書を発⾏します。
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一般ゲームの利⽤許諾申請記⼊例

Webでご登録の利用情報・
当者情報を⼊⼒します。

作品検索データベースまたは
確定作品リストにもとづいて
記⼊します。

権利者と合意した使用料条件を
記⼊します。
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インターネットCMの利⽤許諾申請記⼊例

Webでご登録の利用者情報・ 当者情報を⼊⼒します。

NexToneに申請書をご提出いただく
日付を記⼊します。

配信予定の媒体をすべて選択してURL・詳細を記⼊します。

使用料の算出⽅法を選択します。
※”媒体ごと”の場合、媒体ごとに許諾番号を発⾏します
※”媒体の累計”の場合、すべての媒体でひとつの許諾

番号を発⾏します(広告主ホームページ・SNS(⾃⼰
アカウント投稿)を除きます)

作品検索データベースまたは確定作品リストにもとづいて
記⼊します。
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利⽤者情報・許諾内容等の変更⼿続きについて

➡ PlayNより許諾内容をご変更ください
(PlayN利用マニュアルP22〜参照)

※その他の許諾内容のご変更はcontact_id@nex-tone.co.jp 宛までご連絡ください。

社名・住所・ 当窓⼝等のご変更

➡ PlayNより利⽤者情報をご変更ください
(PlayN利用マニュアルP.11〜参照)

サービス名・サービス開始日/終了日のご変更

サービスの事業譲渡(組織変更に伴う契約主体の変更を含む)

➡ 許諾を第三者へ譲渡することはできません。以下のお⼿続きが必要となります

【譲渡元によるお⼿続き】
対象許諾のサービス終了日をご登録ください。(PlayN利用マニュアルP.22〜参照)

【譲渡先によるお⼿続き】
新規の利用許諾申請を⾏ってください。(PlayN利用マニュアルP.17〜参照)



利⽤実績報告・お⽀払いについて

管理作品利用月 利用実績の報告期限 請求書発⾏ お⽀払い期限

1月〜3月 4月末 5月末 6月末

4月〜6月 7月末 8月末 9月末

7月〜9月 10月末 11月末 12月末

10月〜12月 翌年1月末 2月末 3月末

※国内外の⾦融機関を問わず、⼊⾦⼿数料は利用者様のご負 とさせていただいております。
※報告期限がNexTone休業日(⼟日祝日・年末年始)の場合は、前営業日を期日とさせていただきます。

(年末年始の休業期間はホームページのお知らせ https://www.nex-tone.co.jp/news/ にてご案内いたします)
※原則として報告遅延等に伴うお⽀払い期日の延期、ご請求の繰り越し等は⾏っておりません。

ご報告・お⽀払いのスケジュール

ご報告の概要

➡ 利⽤実績報告概要 http://www.nex-tone.co.jp/public/i_format.pdf をご参照ください
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インターネットCMの配信回数報告についてその他参考資料・お問合せ先

〇インタラクティブ配信 PlayN利⽤マニュアル
https://playn.nex-tone.co.jp/files/int_playn_manual.pdf
インタラクティブ配信の各種⼿続きに関するPlayN利用マニュアルです

〇利⽤実績報告概要
https://playn.nex-tone.co.jp/files/i_format.pdf
NexTone管理作品のインタラクティブ配信での利用実績をご報告いただくための概要資料です

〇利⽤実績報告⼊⼒フォーマット
https://playn.nex-tone.co.jp/files/i_format_sample.xlsx
報告フォーマットに沿ってインタラクティブ配信利用実績をご⼊⼒いただけるエクセルシートです

本件に関するお問合せ先

株式会社NexTone
著作権管理部 送信グループ

TEL︓03-5766-8083
MAIL︓contact_id@nex-tone.co.jp

( 当︓⼩⽥・渡邊・島⽥)


