
JPRO
～出版情報からのマーケットインへ～

• 出版情報登録センター 今までの取り組み～

• ～これからの取り組み

JPRO MORE !
Ver.3.1



近刊情報から出版情報へ

それが出版情報登録センター

Japan Publication Registry Office

JPRO

改正著作権法付帯決議の対応で
書誌情報と出版権情報も登録できるように！
さらに確定情報をEDIで配信するシステム
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NEXT

「使えるJPRO」から「もっと使えるJPRO」へ

登録点数 100万点超
配信先 5,000店超

量から質へ

書誌情報の内容を充実させて、利活用促進

次のステップへと進化
共通インフラを目指します！

3

スタートして1年半･･･



データの更
新

出版社

書店・オンライン書店

書店が必要なジャンルの情報を
選択して配信

クラウドDBとしての
使用も可

在庫確認・注文まで
できれば理想的

出版物 近刊情報の
作成

書誌情報の
確定

販促情報の
発信

出版社の書誌登録を一本化！

速
報
性

週報ほか取次向け 物流システムに組
み込める精度へ

確
実
性

書店向け

拡
販
性

取次会社

出版書誌情報
データベース

Book.or.jp

統合



JPRO NOW

• もっと使えるJPROを目指して！第2フェーズのお約束

新刊カバー率70.7％（2017年10月 55％からの目標）

↓

書籍新刊の配本ありに関して 75.2％を達成！！

• 広報誌・業量平準化など仕入れ情報のデータ。

• 図書館向けの拡販商品『書籍近刊情報原稿用紙』対応



JPRO NOW 読者向けサイト

出版書誌データベース公開

• JPROのデータベースは、日本書籍出版協会のBooks.or.jpと統
合し、2019年3月に出版書誌データベース（通称Pub DB）とし
て公開されました。

• 確定情報をオープンな形で→ JPROの見える化です。

• もちろん書誌（作品）の付帯情報である権利情報のサイトも



Pub DB （一般読者用）詳細ページ
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詳細ページ

書影・内容紹介・目次・著
者紹介など、JPRO登録の
詳細項目を掲出

「電子版あり」
を表示

オンラインストアの
購買ページに誘導

SNSボタンを設置



PubDB → Books 3月目標で改修！
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詳細ページ
SNSボタンを設置

書影・内容紹介・目次・著
者紹介など、JPRO登録の
詳細項目を掲出

オンラインストアの
購買ページに誘導

「電子版あり」を表示

「オンデマンド版｣
「Audiobook｣
なども表示

「試し読み」



試し読み 登録出版社・タイトル数（2018.6.29現在。全56社）
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出版社名 登録数

小学館 23,804

朝日新聞出版 1,948

エイ出版社 1,709

日本文芸社 1,281

インプレス 1,253

日本ヴォーグ社 1,218

成美堂出版 1,048

西東社 1,011

森北出版 736

主婦の友社 623

世界文化社 574

扶桑社 569

版元ドットコム 472

昭文社 466

集英社 374

自由国民社 346

ディスカヴァー・トゥエンティワン 342

つり人社 332

フォレスト出版 324

出版社名 登録数

照林社 300

すばる舎 278

祥伝社 260

ダイヤモンド社 259

CCCメディアハウス 245

アルク 217

旺文社 173

リットーミュージック 162

JTBパブリッシング 153

小学館クリエイティブ 152

文響社 145

メトロポリタンプレス 135

ステレオサウンド 132

オレンジページ 129

エムピージェー 111

エムディーエヌコーポレーション 84

誠文堂新光社 80

高橋書店 78

ユニプラン 62

出版社名 登録数

白泉社 39

サイゾー 35

小学館集英社プロダクション 29

秀和システム 10

ハースト婦人画報社 6

エムオン・エンタテインメント 4

戸田デザイン研究室 4

平凡社 4

交通タイムス社 3

偕成社 3

晃洋書房 2

リクルート住まいカンパニー 1

コンデナスト・ジャパン 0

東洋経済新報社 0

クロスメディア・パブリッシング 0

岩崎書店 0

共同通信社 0

きんざい 0

合計 41,725



試し読みボタンを掲出しているオンライン書店
ボタン掲出タイミング（2016.3月現在）

•楽天ブックス 毎日（翌日）

• honto 毎日（翌々日）

•ローチケHMV 毎日（翌日）

•Honya Club 毎週金曜

• e-hon 毎週金曜

•セブンネットショッピング 2週に1回
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試し読みイメージ
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試し読みイメージ
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試し読みイメージ
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近刊情報
センター

受信者（取次・書店・ネット書店）

未確定情報

出版情報
登録センター

出版情報
取次
書店

ネット書店

新刊情報

確定情報
仕入れ情報

取次会社

出版社

確定情報

出版社

Books
（PubDB）

BooksPRO
近刊を含む
書誌情報



その先へのステップ！
リサーチしてわかったこと

• 出版社の入力は進行中・・

• 取次会社の対応・協力も順調

• しかし、書店では活用がしにくい・・・

• そこで考えました！



出版書誌データベースの進化
〝通称もPub DBからBooksとBooks PROへ〟

『出版書誌データベース』では、既刊書誌情報だけを表示

→来春には便利なだけでなく実用性を兼ね備えた『Books 』

• 『Books PRO』→ 近刊情報を最大発売の半年前から表示。

※ JPROのデータをマーケットインのツールとして活用



Books PRO（仮）



プロ用トップ画面イメージ

・発売予定の点数や業界トピックを表示
・対象の日（期間）をクリックすると、詳細画面に遷移

今日の日付

スクロールで
全ての近刊が
表示される

（半年先まで）
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近刊発売日別書籍一覧イメージ

絞り込み機能設置
※項目は要検討
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ジャンルによる絞り込み
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現在、JPROが保持するジャンルは

・Cコード
・取次広報誌ジャンル

ですが…



Books PROにおけるジャンル

• 国際出版EDI標準化機構に準拠したジャンル情報が『Thema』

• ISBNコード ONIX for Books などを管理

• 今回の実用版として、JPRO 用Themaを策定し、300分類程度
の簡易版でBooks PROも運用予定。



商品詳細ページ①

将来的には注文システムとの連携も検討へ
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S-book
Webまるこ

Web Hot Line
など



販促情報イメージ

メニューから選択
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JPROからの販促情報の
充実と一本化は最重要課題!!



必要な情報

• 売るための情報はたくさん必要！

• でも未整理の情報はいらない！

• JPROの入力項目は現状 117項目

書誌情報が66項目 取次項目が13項目 図書館項目が18項目

• これからも追加します。

→マーケットインのツールとして必要なことはすべて！！！



もっとJPRO 早さ・質・量の向上

• 次に目指すのは、求められている書誌情報の充実！

• 販売現場が必要なタイミングに必要な情報を！

• 取次会社・書店・図書館それぞれの求めている情報は様々です
が、目的は本を多く読者に届けること『販売促進』であり、来
客・来館者の期待に応えることにあります。版元の利害とは一
致します。



雑誌協会とも連携

• 次はムックは現在登録率が低い。

• 早期告知の効果は大きい！

• 雑誌も次号予告を！

• 情報はすべてここでも入手できる状態が必要！！



マーケットイン情報として大切なのは

• 書誌情報として必要なのは、

書名・作家名・ジャンル・定価・内容紹介

書影・目次・本文

• 書影の登録は、8月期実績で発売30日前で3,666タイトル中997
点のみ。約27％！！

• JPROの書影登録がネット書店の書影になるので、慎重に出来
本をスキャンしてる可能性が大！！

• なので・・Books PROに限定してのサービス！



マーケットイン への取り組み

• 現状主流は、版元→取次→書店＋再販制度のエコシステム

→ プロダクトアウト

• 永年住み慣れた環境から脱却！今がターニングポイントです。

• JPROは共通インフラとして一歩ずつ進んで行きます。



JPRO
出版業界を紡ぐトリニティー

• JPROは当初、著作物と出版社と権利情報を結ぶ線を

• そして今回、出版社と取次会社と書店を結ぶ『マーケットイ
ン』の入り口として『Books Pro』を提案します。

• これは読者と作品と書店を結ぶツール。

• 充実は出版社の責任！

• ぜひともご理解とご協力を！


