
流通コースの比較表流通コースの比較表
書店訪問営業 ＋
委託配本希望 コース

流通・販売
方法の違い

流通部数
・

印刷部数

委託配本希望
コース

全国書店流通タイプ（全国の書店で取り扱うことが可能です）

注文のみに対応
コース

アマゾンのみで販売
コース

書店流通なし
コース

●「委託配本希望コース」の
内容に加え、委託配本希望
部数のうち、２割程度を目標
に書店への直接訪問営業を
行います。
●専用のチラシとポップを制
作し、東京・大阪・名古屋の
書店を中心に訪問営業を行
います。

●取次会社から全国の主要書
店に書籍が納品され、店頭
に並びます。
●委託配本希望部数の4～8
割程度が配本されます。残
りの部数は、注文用の在庫
として保管されます。
●アマゾンなどのオンライン
書店でも販売されます。

●流通全部数を倉庫で保管・
管理いたします。書店から
の仕入注文や、お客様の取
り寄せ注文があったときに、
各書店に書籍を出荷します。
●アマゾンなどのオンライン
書店でも販売されます。

●日本最大級のオンライン書
店「アマゾン」で販売されま
す。アマゾン以外の書店か
らの販売はされません。

●弊社からの流通・販
売はいたしません。
お客様ご自身で販売
等をしていただくこ
とは、構いません。

流通部数：500部から
10部単位で増加可能です。
委託配本の最大数は1,000部、
書店営業の最大数は200部で
す。それ以上の部数をご希望
の場合は倉庫でお預かりいた
します。

流通部数：400部から
10部単位で増加可能です。
委託配本の最大数は1,000部
です。それ以上の部数をご希
望の場合は倉庫でお預かりい
たします。

流通部数：200部から
10部単位で増加可能です。

販売用部数：10部から
10部単位で増加可能です。

印刷部数：10部から
10部単位で増加可能
です。

流通・販売
手数料

追加倉庫代

●流通部数500部

158,000円
●５１０部以上1,000部まで
100部ごとに + 12,000円

●1,010部以上1,200部まで
100部ごとに + 10,000円

●流通部数400部

100,000円
●410部以上1,000部まで
100部ごとに + 10,000円

●流通部数200～500部

60,000円
●販売用部数10～500部

30,000円

●1,010部以上
100部ごとに + 5,000円

●1,210部以上
100部ごとに + 5,000円

●510部以上
100部ごとに + 5,000円

●501部以上
100部ごとに + 5,000円

　　　　　　　　　　　　　での書籍制作について

流通コースの比較表
1／ 2

■権利等について：制作した書籍は、全てお客様の所有物です。弊社では、出版権その他の権利は所有しません。

■内容審査について：公序良俗に反していないか、などの簡単な審査があります。
 内容によっては、制作・流通をお断りしたり、流通コースの変更をお願いする場合があります。 



書店訪問営業＋委託配本希望委託配本希望 注文のみに対応 アマゾンのみで販売 書店流通なし

ＩＳＢＮコードはご希望の
場合のみお付けします。
奥付は簡易版を記載い
たします。

ご希望の場合は、「献
本」オプションとして承
ります。

印税相当額

国会図書館
への納本

ISBNコード
・

奥付の表記等
弊社指定のＩＳＢＮコードをお付けします。奥付は、規定の内容をお入れします。

弊社から国立国会図書館への納本を行います。特に費用は必要ありません。データベースへの反映は時間がかかることがあります。

増刷

●ご希望がある場合は増刷を承ります。増刷の料金は、書籍本体やカバーなどの基本料金の1割引（最大1万円引きまで）となります。
●レイアウト料金はかかりません。

※委託配本は、初版の1回のみとなります。増刷時には委託
配本はされません。

●流通・販売手数料はかかりません。

初版発行から6ヶ月ごとに売り上げを集計し、【実売部数※ × 定価の50％】をお支払いたします。
お支払額が5,000円未満の場合、次回に繰り越しいたします。
※実売部数とは、流通に対する出荷数から返品数を控除した数とします。

在庫引取り

流通コースの比較表
2／ 2

流通の保障期間は初版発行後2年間となります。2年以降大量に在庫がある場合は、一定部数をお引き取りいただくか、廃棄等をさ
せていただくかたちになります。在庫をお引取りいただく場合、書籍の買取りは必要ありません。その他、ご希望があった際に、流通
用の在庫からお客様へお返しいたします。（送料はお客様ご負担となります）

※価格は全て税抜き表示です。
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