
会社名 見積番号

お名前 携帯電話

電話(勤務先・自宅) EMAIL

所在地

アーティスト名 品番

タイトル名

回転数 レコード用に
マスタリング済

A面 曲名 収録時間 開始時間 終了時間 備考
A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A面合計分数
B面 曲名 収録時間 開始時間 終了時間 備考
B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B面合計分数

備考

※収録曲の曲順、曲名、収録時間、開始時間、終了時間、合計時間をご記載ください。

トラッキングリスト
※各トラックには曲間(Silence)を加えてご入稿ください。

〒

商品仕様

RECORDS EXPRESS トラックリスト
(レコード用)

製作はオーダーフォームに記載された内容で進行させていただきます。

株式会社Side-Bクリエーションズ
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-3-7
TEL : 0120-33-45-78
mail : records@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　（オーダーフォームと同一の場合は記載不要です）

33回転 45回転 NOYES



原盤権に関する確認書

一部仕様に関しましては原盤権に関する確認フォームにご記入いただいております。お手数ではございますが、
下記フォームに品番・数量・日付、加えて原盤保有者の法人名または個人名の名称・ご住所をタイプ入力の上、
捺印をお願いいたします。

We hereby warrant that the Company A (or Name A) below is the legal and beneficial owner of the 
copyright/license/patent and all rights thereof, and authorize the Company B (Side-B Creations Inc,) 
to manufacture the vinyl accordingly.

The copyright owner is liable and undertake to indemnify you against all liability and loss whatsoever 
incurred arising out of copyright infringement or any dispute or claims for your manufacturing of
the above-captioned production title(s).

品番 品名 数量
Vinyl Records

日付 :   2021 / /

Company or Name A : 原盤保有法人又は個人名をローマ字でタイプ入力 (手書き不可)
Name (名称) :
Address (住所)  :

Company B (受注者 ‒ RECORDS EXPRESS運営の弊社)
Name (名称) :   Side-B Creations Inc.
Address (住所) :  6-25-8-404, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, Japan

(法人は角印)

印



会社名 見積番号

お名前 携帯電話

電話(勤務先・自宅) EMAIL

所在地

アーティスト名 品番

タイトル名

回転数 レコード用に
マスタリング済

A面 曲名 収録時間 開始時間 終了時間 備考
A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

A面合計分数
B面 曲名 収録時間 開始時間 終了時間 備考
B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B面合計分数

備考

※収録曲の曲順、曲名、収録時間、開始時間、終了時間、合計時間をご記載ください。

トラッキングリスト
※各トラックには曲間(Silence)を加えてご入稿ください。

〒

商品仕様

RECORDS EXPRESS トラックリスト
(レコード用)

製作はオーダーフォームに記載された内容で進行させていただきます。

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 : records@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　（オーダーフォームと同一の場合は記載不要です）
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Records Express Inc.
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ABC-123  (流通が無い場合でも任意の品番をご記入ください)

遠藤剛正

Takamasa Endo
SAMPLE



原盤権に関する確認書

一部仕様に関しましては原盤権に関する確認フォームにご記入いただいております。お手数ではございますが、
下記フォームに品番・数量・日付、加えて原盤保有者の法人名または個人名の名称・ご住所をタイプ入力の上、
捺印をお願いいたします。

We hereby warrant that the Company A (or Name A) below is the legal and beneficial owner of the 
copyright/license/patent and all rights thereof, and authorize the Company B (Side-B Creations Inc,) 
to manufacture the vinyl accordingly.

The copyright owner is liable and undertake to indemnify you against all liability and loss whatsoever 
incurred arising out of copyright infringement or any dispute or claims for your manufacturing of 
the above-captioned production title(s).

品番 品名 数量
Vinyl Records

日付 :   2021 / /

Company or Name A : 原盤保有法人又は個人名をローマ字でタイプ入力 (手書き不可)
Name (名称) :
Address (住所)  :

Company B (受注者 -  RECORDS EXPRESS運営の弊社)
Name (名称) :   Side-B Creations Inc.
Address (住所) :  6-25-8-404, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, Japan

(法人は角印)

印

ABC-123 300

2           22

ABC Records Co.,Ltd.
1-2-3, Xxxxx, Xxxxx 123-4567, Japan

SAMPLE
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