




  01 新規会員登録（無料）

 
     https://www.nash.jp/fum/ にアクセス！

 ID パスワードを即時発行いたします。 「新規会員登録」にご入力完了後、
お送りする「ユーザー登録認証メール」を開き、認証 URL にアクセス
したら登録完了

   02  検索・試聴

カテゴリ 一覧から検索
ジャンル・楽器・用途などの条件から、色々なチェック項目を組み合わせて
検索・試聴

 フリーワードから検索　
フリーワード欄に直接入力して検索・試聴
入力例：「 ジャズ  スタイリッシュ 」など

  03  ご注文・ダウンロード
1) 楽曲を「カート」に入れる & ファイル形式を選択
2) 音源使用許諾契約書への同意 & 支払方法を選択して注文→ ダウンロード！

サンプル音源のダウンロードが可能になりました。( サンプル音源は試聴選曲・仮編集時のチェック目的のみにご使用いただけます。それ以外の目的や、
公開されるサービス・作品・コンテンツにサンプル音源を使用する事はできません ) ログイン後 / 登録後にページを再読み込みしていただくと、サンプ
ル音源のダウンロードが可能になります。

サンプル音源のダウンロードもできます

絞り込み検索も自由自在

WEBサイトから24 時間注文可能
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サービス内容 フルライブラリー カスタム

HDD・CD 供給   ○ 要相談

作品タイトル付き音源ファイル   ○ ー

HDD サポート（音源ファイル更新 / 年）   ○ ー

新作先行配信サービス   ○ ー

　かんたんダウンロードサービス   ○ ー

　ダウンロードサイト使い放題   ○
○

利用人数制限あり
or

  曲数制限あり

契約料金（1年間 ）
使用人数・業種・使用目的をお伺いのうえ設定します

25 万円〜66万円を目安にご検討ください
（お試しプランもございます）

契約期間 1 年間（以後自動更新）

音楽素材として利用できる期間 契約期間（レンタル方式）
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1曲・1音 ( ファイル ) ダウンロード

効果音 　¥550~

45 秒までの曲 ¥1,100

46 秒から 4 分までの曲 ¥2,200

4 分 1 秒以上の曲 ¥3,300

ボーカルコレクション ¥3,300

オーケストラ特集 ¥3,300

ヒーリングプログラム ¥3,300~

アーティストラボ ¥3,300

 大山音工房 ¥3,300

ワールドミュージックコレクション ¥3,300

フィルハーモニックコレクション ¥5,500

マルチオーディオトラック ¥5,500~

アルバム作品（ファイル） ダウンロード CD盤

　インターナショナルバージョン
   イーシリーズ

¥15,840 ¥17,600(※)

   レギュラーシリーズ

　ボーカルコレクション

　オーケストラ特集

　ワールドミュージックコレクション

　フィルハーモニックコレクション

　効果音集

¥49,500 ¥55,000(※)

   ヒーリングプログラム 　¥17,820(※) ー

　エッジトラック ¥19,800 ー

   アーティストラボ ¥11,000~ ー

   大山音工房 ¥15,400~ ー

コース 価格 ご利用可能額

  50pt /50 曲  ¥99,000 実質 11 万円分 　1.1万円分お得

200pt /200 曲 ¥330,000 実質 44 万円分 　11万円分お得

400pt /400 曲 ¥550,000 実質 88 万円分 　33万円分お得

1000pt /1,000 曲 ¥1,100,000  実質 220万円 分  　110万円分お得

音楽素材として利用できる期間 著作権存続期間（半永久的）
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ファイル形式 圧縮形式 ビット数 / サンプリング周波数 / ch 数 データサイズ
WAVE

ZIP
 16bit / 44.1KHz / 2ch 20MB 〜 25MB

AIFF   16bit / 44.1KHz / 2ch 20MB 〜 25MB
MP3 -- / 44.1KHz / 2ch  2MB 〜 2.5MB

放送作品 テレビ・ラジオ・CATV の放送番組｜動画配信サービス｜見逃し配信等

CM 作品 放送用 CM ｜劇場用 CM ｜インターネット CM（バンパー・インストリーム広告）等

WEB 動画 SNSサイト向け動画　｜ WEBサイトへの埋込等

映像作品
ドラマ｜ドキュメンタリー｜企業 VP ｜ DVD 教材｜商品・会社・学校案内｜デジタルサイネー
ジ等

映画・演出 映画（本編・予告）｜舞台・演劇・演出等

イベント
展示映像｜店頭イベント｜オンラインイベント｜プレゼンテーション作品
プロジェクションマッピング等

アニメ・ゲーム アニメ作品｜ゲーム作品｜アプリケーション作品・PC ソフト（※）等

ナレーション 朗読作品｜ CD 教材｜館内放送｜電話応答メッセージ｜インターネットラジオ等

その他
機器への組込・電話保留音（※）｜研究用・個人鑑賞
店舗・施設 BGM（1 施設のみ）等



音楽ライブラリーの種類 著作権ロイヤルティフリー音楽・効果音

ロイヤルティ（著作権料） 不要

料金 本パンフレット P. 2 〜 3 をご覧下さい

使用ごとのお支払い 不要

著作権管理団体への申請（著作権料） 不要

レコード会社への申請（著作隣接権料） 不要

商品種別（供給形態） ダウンロード・CD・HDD　( ※ HDD は一括レンタルプランのみ適用 )

供給音源数（効果音も含む） 約 31,000 曲（2022年 11月 現在）

使用目的ごとの料金設定 なし

使用地域への制限（海外向け） 制限なし

インターネット作品への利用 制限なし

パッケージ作品への利用 制限なし

使用許諾期間 著作権存続期間または、一括レンタルプランで定められた契約期間

制作方式 全作品自社制作


