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団体名／センター名

 団体名 ： 一般社団法人 日本出版インフラセンター

 英文表記 ： Japan Publishing Organization
 略称 ： JPO 

 センター名 ： 出版情報登録センター

 英文表記 ： Japan Publication Registry Office

 略称 ： JPRO
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出版情報登録センターとは

■ 出版情報登録センターは業界全体で作った組織です

日本出版インフラセンター（JPO）では、これまで「近刊情報センター」 と「商品

基本情報センター」によって紙の本の書誌情報の集配信を行ってまいりましたが

本年1月より施行された改正著作権法に対応する紙と電子の書誌情報と出版権

情報の登録と照会、さらに販売促進情報の収配信の機能も加えた業界システム

構築のため、「出版情報登録センター(JPRO)」を、昨年12月に設立いたしました。

当センターは近刊情報・販売促進情報・出版権情報・書誌の確定情報を一元

管理し提供することに よって、業界全体の効率化を目指し、出版物の円滑な

流通に、より一層寄与できる総合的な出版情報センターとして、7月1日より

稼働を開始しております。
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出版情報登録センターで出来ること

近刊情報の登録と提供

既刊情報の登録と提供

販売促進情報の登録と提供

紙と電子の一体化情報の
登録と提供

出版権情報の登録と公開

出版権者名と連絡先の
登録・公開

書誌情報 出版権情報

紙の書籍と電子書籍
両方とも登録が出来ます！
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利用状況について

 情報発信社（出版社／団体） ・・・ 673社
 受信利用社（取次会社／書店） ・・・ 135法人
 受信店舗数（書店） ・・・ 5,000店舗（推定）
 配本シェア ・・・ 68.4％

2015年9月30日現在

 基本書誌情報登録数 ： 275,363件
＜内訳＞

• 書籍登録数 ： 257,277件
• 電子書籍登録数 ： 18,086件

2015年10月20日現在



Japan Publishing Organization for Information Infrastructure Development 

出版情報登録センターご利用のお奨め

 多くの書店、ネット書店、取次会社が利用しています
・ 紀伊國屋書店、丸善、ジュンク堂、CCC、アマゾン、楽天、日販、トーハン、
大阪屋ほか 131法人 5,000店舗（推定）が利用しています

 情報提供の一本化
・ 情報提供の窓口一本化による情報送信の省力化、コスト削減につながります

 事前予約による売上拡大
・ 近刊情報を活用した事前予約による売上拡大が図れます

 販売促進情報の提供
・ 新刊、既刊を問わず、販売促進情報を受信者に提供いたします

 出版権情報の公開
・ 出版権情報の登録、公開が出来ます
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出版情報のデータ提供 ①
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出版情報のデータ提供 ②

＊1. ONIXﾌｫｰﾏｯﾄ（仕様）とはEDItEUR（国際出版EDI標準化機構）が定め
ている、書誌データ交換における国際共通フォーマットです。
自社にてONIXファイルを作成しファイル送信にて当センターへ
データを登録します

＊2. 出版情報登録センターのWEB画面にて書誌を１タイトルずつ
登録します

＊3. ONIXﾌｫｰﾏｯﾄやWEB画面入力が難しい場合、複数ある支援
システム会社を利用して登録します

＊4.5.  近刊情報（書誌・画像データ）を書店、取次会社へ提供
します

＊6. 一般利用者は出版権情報を照会することができます
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近刊情報の取扱いについて
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書誌情報登録について

登録について
登録項目は50項目です。（項目内容は別紙の入力項目表を参照）

基本書誌5項目がエントリーポイントとなりますので、まずは基本書誌5項目を入力
した後、残り45項目を入力します。

1. キーコード （ISBNまたはJP-eコード）

2. 出版物名（書名）

3. 著者名

4. 著者名区分（著者役割）

5. 発行元出版社

基本書誌5項目

＋ 書誌
45項目

登録単位
著作物単位ではなく流通する商品に基づくコード単位です
・紙の出版物はISBNコード単位、電子の出版物はJP-eコードまたはISBNコード単位

＊基本書誌5項目は必須項目です



            基本書誌5項目　＜登録画面＞



            書誌45項目　＜登録画面＞　①



            書誌45項目　＜登録画面＞　②



            書誌45項目　＜登録画面＞　③



■　近刊情報入力50項目　（網掛けの項目は必須項目） ＊必須項目21項目　　　　2013.2.4

No. 項目 内容・フォーマット他 No. 項目 内容・フォーマット他

1 ISBN ハイフン無し、13桁半角数字。 26 著者略歴（紹介）1 500字以内。

2 取引コード 4桁。 27 判型
取次広報誌分類に準じ、コード付けをする。但し新書
（B40）、文庫（A6）とし、ハガキをはずす。分類外の「そ
の他」、「未定」を追加。

3 発行元出版社 28 判型（実寸） タテ(  )mm ヨコ(  )mm

4 発売元出版社 発行元と違う場合のみ入力。 29 ページ数 数字のみカンマ不要。

5 部署 30 本体価格 数字のみカンマ不要。

6 担当者名 31 特価本体価格

7 電話 市外局番よりハイフンありで入力。 32 特価期限 yyyymmdd

8 FAX 市外局番よりハイフンありで入力。 33 発売予定日
yyyymmdd
未確定の場合も予定日を入力。

9 E-mail 34 発売協定日 yyyymmdd

10 Cコード 4桁半角数字。 35 注文・申込締切 yyyymmdd

11 ジャンルコード 取次広報誌ジャンルコードに準ずる。 36 発売情報解禁日 yyyymmdd

12 書名
刊行前は全て仮という認識を共有した上で、仮題表記
については出版社の判断とする。

37 通貨単位 YEN固定。

13 書名 読み 全角カタカナ。 38 言語設定
jpn（日本語）、eng（英語）、chi（中国語）　他コードリスト
参照。

14 サブタイトル 39 再販 1：再販商品（デフォルト）、2：非再販

15 サブタイトル 読み 全角カタカナ。 40 販売条件 1：委託（デフォルト）、2：買切

16 レーベル 41 対象読者 児童書の場合入力。

17 レーベル 読み 全角カタカナ。 42 成人指定 1：有り、2：無し（デフォルト）

18 シリーズ名 43 内容紹介1 取次広報誌（書店向）用、全角62文字以内。

19 シリーズ名 読み 全角カタカナ。 44 内容紹介2
読者用及び仕入参考用のより詳しい紹介。そのままサ
イトアップできる説明とする。1300文字以内。

20 シリーズ巻次 任意の英数文字使用可。 45 目次 文字数制限無し。

21 配本回数 第○回配本。 46 キーワード キーワードは半角セミコロンで区切る。250文字以内。

22 セット商品分売可否
1：単品分売不可（デフォルト）、2：セット商品分売可、3：
セット商品分売不可

47 付録の有無 1：有り、2：無し（デフォルト）

23 著者名1 著者名の件数は制限なし。重要度の順に入力。 48 付録の内容 200文字以内。

24 著者名1 読み 全角カタカナ、姓と名の間は半角スペース。 49 画像
ISBN.jpg、ISBN.in01.jpg、ISBN.in02.jpgの3点まで可。
サイズは500px～1200px、jpg方式、カラーモードはRGB
モードとする。解像度は任意（72dpi以上推奨）。

25 著者名1 区分 著、編、訳、監修等。 50 その他出版社記入欄
内容紹介には入れられない、書店の仕入れに役立つ情
報。読者には原則非公開情報。文字数制限無し。
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販売促進情報について

＜第１期＞ ＊実施済み

1. 販売促進情報とは、商品の需要を喚起して購買に結びつけるコンテンポラリーな情報のことです。
 出版社の責任において登録していただき、他社の書籍に対する「ネガティブ・キャンペーン」はお断りいたします。

2. 商品単位（商品コード単位）の登録です。

 コンテンツや著者単位の登録ではありません。

3. 情報の提供先は、取次会社や書店です。

 提供先の流通事業者（取次会社・書店）を選択することはできません。

 流通事業者の方は、販売促進情報を組み合わせて自社の顧客へ広めていただきます。

4. 情報提供の開始日（指定がなければ登録日）と情報提供の終了日の登録が必要です。

5. 宣伝物の提供ができます。

 ＰＯＰ、陳ビラなど店頭装飾ツールがダウンロードできます。

＜第２期＞
6. フェアなど、増売のヒントになる情報の提供。

 商品単位だけではなく著者別、レーベル別、季節、話題性などの情報を提供します。

7. 新刊、既刊、紙の本、電子書籍の全てを取り込み組み合わせた販売促進情報の提供。

8. 書店員に販売促進情報が直接届く仕組みの構築。

 スマホのアプリを活用しジャンル別に近刊情報、販売促進情報選択可能とし提供。

9. 宣伝用の動画配信。
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販売促進情報の登録について

基本書誌5項目

1. キーコード （ISBNまたはJP-eコード）

2. 出版物名（書名）

3. 著者名

4. 著者名区分（著者役割）

5. 発行元出版社

＋

書誌
45項目

販売促進情報

＋

1. 出版社連絡先
TEL・FAX、住所、メールアドレス等

2. 電子書籍化・プリント化情報と
商品コード

3. 販売促進情報の内容
重版
受賞（作品、著者）
イベント（サイン会、講演会等）
プレパブ
（自社宣伝、書評、番組内紹介）
映像化・キャラクター化、ゲーム化
シリーズ最新作
その他

4. その他



            販売促進情報　＜登録画面＞　①



            販売促進情報　＜登録画面＞　②



            販売促進情報　＜登録画面＞　③
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出版権情報の登録と公開について

＜出版権情報の公開の基本方針＞

 権利者と出版社の契約内容なので慎重に取り扱います
 出版権に関する情報の公開は、出版契約を締結し公表するという合意ができているということ

です。 登録即ち公表なので、その時期は出版社の判断でお願いします。

 書籍協会の出版契約書「ヒナ型」（2015年版）では公表の承諾をとる形になっています。

 業界が作ったシステムであり、実効性を持たせます
① この登録センターは法的な「対抗要件」にはなりませんが、権利情報の公開を定着

させることで事実上の登録制度として代わりうることが期待できます。

＊法的な「対抗要件」にするためには従来通り文化庁に出版権登録をすることが必要です。

② 定着した公開システム下では、それを確認しないことは過失にあたりやすくなります

③ 定着したシステムと認められるには、登録の実績、登録件数等が必要です。

④ 電子の世界にある登録した者勝ちという「ルール」は無視できません。先に公開して

おけば有利になり、後から権利をとろうとする行為を防止する効果があります。
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出版権情報の登録と公開について

 出版権情報の公開が意味するところ

出版権設定契約の締結

済 未

公開の手続き

完了 有 空白

未 空白 空白

 出版権情報の登録は、紙（1号出版権）と電子（2号出版権）は別々に行います。

「総合」の場合は両方に登録してください。

 刊行前（紙）、配信前（電子）、製品化される前からでも登録することができます。
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出版権情報の登録について

基本書誌5項目

1. キーコード （ISBNまたはJP-eコード）

2. 出版物名（書名）

3. 著者名

4. 著者名区分（著者役割）

5. 発行元出版社

書誌
45項目

＋

＋

出版権情報

1. 発行年月

2. 出版権の設定

【空白】 or 【有り】

3. 出版権者名

4. 出版権者連絡先

【電話・FAX・住所・メールアドレス等】

＊1.～4.までが公表内容

5. 著作物名

6. 著作者名

7. 著作権者名



            出版権情報　＜登録画面＞　①



            出版権情報　＜登録画面＞　②



            出版権情報　＜検索画面＞

            出版権情報　＜公開画面＞



　　　書誌情報の検索と閲覧＜受信社・受手モード＞



　販売促進情報の検索と閲覧＜受信社・受手モード＞



　　　　　　　　出版情報登録センター（JPRO）　ポータルサイト


