
 
             

            サービス仕様書別紙 
 
 
 
 
 
                                            
 
                                             

出版社共同ネット                        

                入会手続き書類 
（第四版 ０９.０１.２０） 

（第三版 ０８.１２.１０） 

（第二版 ０６.１１.０６） 

（第二版 ０６.１０.２７） 

（第一版 ０６．７．１）  
 
 
 
                      ■１．出版社様宛参加のお願い 
 
                      ■２．出版社共同ネット趣意書 
 
                      ・手続き書類 
 
                      ■３．出版社共同ネット 参加申込書 Ａ 
 
                      ■４．出版社共同ネット 参加申込書 Ｂ 
 
                      ■５．出版社共同ネット 参加申込書 Ｃ 
 

■６．出版社共同ネット 退会申請書 
 
                      ■７．更新履歴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   出版倉庫流通協議会 
   



 

  

■1．出版社様宛参加のお願い 
出版倉庫流通協議会 

出版社共同ネット ご参加のお願い 

 
時下、益々ご清祥のことと存じます。平素は格別のご支援を賜り、まことにありが

とうございます。 
 
インターネットが発達し、多くの人がその利用価値を見出す中、出版物の情報を開

示することによって、多くの方（書店様）がその情報を利用できれば、流通改善と拡

販に繋がります。 
そこで出版倉庫流通協議会では、早く、確実に、安価に、をモットーに、情報の共

同倉庫ともいえる「出版社共同ネット」のシステムを構築することにより、新出版ネ

ットワークとの情報の連携や、より多くの書誌・在庫情報の公開、そして受注のため

に、共同で利用できる Web サイトの運営といった、出版情報活用のための環境を実現

していくことになりました。 
「出版社共同ネット」を当協議会で構築・運用していくことにより、出版社様には

これらの仕組みを最小限の負担でご利用頂くことができます。 
 
出版社様におかれましては、下記事項についてご理解頂き、当協議会「出版社共同

ネット」へご参加頂けますよう、節にお願いする次第でございます。 
 

記 
 

１． 開示のお願い 
 

・貴社の書誌情報  
・貴社の在庫情報  

 
＊開示頂いた情報は、ウエブ受注サイトを通じて書店様に公開させていただきます。 

  ＊開示頂いた情報はご了承後、新出版ネットワークへ接続させていただきます。 
 
２． 費用負担のお願い 
 
・本体価格１､０００円未満は本体価格の１％ 
・本体価格１､０００円以上は一冊当たり１０円  （いずれも税別） 
                                   

３．書誌画像掲載（オプションサービス：有料）について 
 
・ 画像データ運用費 出版社一社様に対し、１､０００円／月 

※運用費には画像管理作業を含みます。 
・ 掲載手数料  500 円／１画像ファイル（上限１００ファイルまで） 

※手数料には画像受付、確認作業、リサイズ、削除、週次アップロード

作業を含みます。 
   

以上、宜しくお願い申し上げます。 
 

なお、詳細につきましては別添「共同ネットセンターサービス仕様書」、「システム

仕様書」をご参照下さい。 
参加申し込みにつきましては「趣意書」をご確認の上「参加申込書」を出版社共同

ネットセンターへご送付下さい｡                   以上 



 

  

■2．出版社共同ネット趣意書 
平成    年   月   日 

出版倉庫流通協議会 
代表幹事 大竹靖夫 

「出版社共同ネット」趣意書 

 
１．目的 
    出版社、出版物流会社が個々に対応している情報処理をより早く、安く、簡単 
    におこなうために共同研究をおこない、その実現を目指すために情報の共同セ 
    ンターを立上げ、今後の情報処理に対応する場を作り出すことを目的とする。 
 
２．組織及び事業の概要 
  （１）名称  ：出版倉庫流通協議会・出版社共同ネット 
 （以下、「共同ネット」 という） 
  （２）組織  ： 
                    出版倉庫流通協議会 
                                 
                    出版社共同ネット         利用幹事会 
                                             事務局 
                                             共同ネットセンター 
                                             カスタマーセンター 
 
  （３）所在地  ：事務局 
                  〒101-0051  東京都千代田区神田神保町２－３０ 
                              昭和図書株式会社 内     ｔｅｌ 03-3261-5501 
                ：共同ネットセンター、カスタマーセンター 
                  〒354-0042  埼玉県入間郡三芳町みよし台１３－１０ 
                              主婦の友図書株式会社 内 ｔｅｌ 049-259-5903 
 
  （４）資格 
       共同ネットに参加できる出版社は「（社）日本出版取次協会」の定める取引 
       コードを有する法人、「ＩＳＢＮコード」を有する法人であり書誌情報、在 
       庫情報の提供が出来る法人であること。 
       インターネット網による情報連携に対応していただくこと。 
       及び共同ネットの運営に協力できる法人であること。 
       ただし、共同ネットの運営に支障をきたすおそれのある特段の事情が認めら 
       れる場合は、参加できない。 
 
  （５）運営費 

①運営費として、出庫 1 冊に対して、本体価格１０００円未満は本体価格の

１％ 本体価格１０００円以上は 1 冊当たり１０円  （いずれも税別） を

ご負担いただきます。また別途オプションサービス（有料）についてはご

希望の出版様にご負担いただきます。 
②精算は月末締めとして、請求書と課金情報をご登録の請求先へ送付いたし

ます。 
③当月のご請求額が一定額に満たない場合は翌月分と合算してご請求いたし

ます｡（但し、３月末におきましては当月精算とさせていただきます。） 
④退会、またはご請求に関る重要な変更を行った月はご請求額に関らず、該

当月までをご請求いたします。 
 



 

  

 
■2．出版社共同ネット趣意書

  （６）事業内容 
①書店受注ウエブサイト（Ｓ－BOOK）に開示するために、複数の出版社あ

るいは委託倉庫会社から必要な情報を収集し、ウエブサイト情報として作

成し、Ｓ－BOOK へ送信します。 
②Ｓ－BOOK より受注情報を受信し、各社へ送信します。 
③共同ネットセンターを設置し、センター管理者、カスタマーセンターを配

置し円滑な運営をはかります。 
④外部とのＥＤＩ（新出版ネットワーク）をおこないます。 
⑤出版物流標準システムの構築と運用をおこないます。 

 
  （７）利用幹事会 

ご参加いただく出版社、出版物流会社よりご担当を選任いただき利用幹事会に入

会いただき、共同ネットの運用について検討を行い機能の拡充を計ってまいりま

す。 
 
  （８）総会 

共同ネットの運営上重要な変更をもたらす事項については、総会において協

議する。 
                 
３．諸手続き 
     所定の書類はすべて「出版社共同ネットセンター」宛て郵送でお送り下さい。 
   （１）参加申込み手続き 
 貴社が「出版倉庫流通協議会」に参加している場合 
  ■3.「出版社共同ネット参加申込書Ａ」 
  ■4.「出版社共同ネット参加申込書Ｂ」をご提出ください。 
       （但し、貴社が出版社様の場合はＢのみご提出ください。） 
    画像オプションサービス（有料）をご希望の場合 
  ■5.「出版社共同ネット参加申込書Ｃ」をご提出ください 
     
 貴社が「出版倉庫流通協議会」に参加していない場合 
  出版倉庫流通協議会事務局（２.(3）記載)へご相談ください。 
  
             
   （２）ＦＴＰ発行通知書の発行 
            参加申込みが受理された後、共同ネットセンターより、「ＦＴＰ発行通知

   書」を作成し送付させていただきます。 
    
   （３）退会手続き 
            所定の「出版社共同ネット 退会申請書」をご送付下さい。（■5．出版社

   共同ネット退会申請書）. 
 
 
 
 
 
 
 
平成１８年４月３０日 
出版社共同ネットセンター 



 

  

 
■3．出版社共同ネット参加申込書Ａ 

 
 

「出版社共同ネット」趣意書を承諾の上、出版社共同ネットへの新規入会を申し込みます。

申込日　　　　年　　　　月　　　　日

①お申込法人（共同ネット参加会社様） 太枠内は必須記入項目です。
既に参加されていて支店追加のみの場合は支店について記載ください。

共同ネットコード
支店コード※ ※共同ネット記入欄

②Ｅメールアドレス（一つでも構いません｡）

③物流業務管理者（①と異なる場合のみ記載してください。）

部課

④データ管理者（①と異なる場合のみ記載してください。）

部課

⑤申請者コメント記入欄

申込書郵送先 〒354-0042　埼玉県入間郡三芳町みよし台１３－１０ 　主婦の友図書（株）内　出版社共同ネットセンター

支店名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）

担当者

担当者

FAX

各種連絡用 データ送受信結果メール配信用

会社名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）

住所

住所

住所

会社名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）

会社名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）

出版社共同ネット　参加申込書　Ａ

担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印

お申込法人は必ずこの用紙を提出してください。
又、出版社様に「参加申込書Ｂ」の提出をお願いしてください｡

電話 FAX

電話 FAX

電話



 

  

■4．出版社共同ネット参加申込書Ｂ 
 

出版社様は必ずこの申込書を提出してください。

「出版社共同ネット」趣意書を承諾の上、出版社共同ネットへの新規入会・変更を申し込みます。

申込日　　　　年　　　　月　　　　日

①お申込法人（出版社様）（出版社様の押印お願いします｡） 太枠内は必須記入項目です。

②システム確認事項（書誌ﾀｲﾌﾟＡ（版元コード・ISBN・書名・本体価格）　書誌ﾀｲﾌﾟB（Ａ+シリーズ名・ジャンル・発売日等）

③物流業務管理者（管理者が共同ネット参加会社でない場合）

部課

④データ管理者（管理者が共同ネット参加会社でない場合）

部課

⑤請求先（出版社様ごとに共同ネット運営費ご請求書を送付します。）

共同ネットコード※
支店コード※ ※共同ネット記入欄

申込書郵送先 〒354-0042　埼玉県入間郡三芳町みよし台１３－１０ 　主婦の友図書（株）内　出版社共同ネットセンター

共同ネット参加会社以外の場合の送付先名称　住所　担当者名

共同ネット参加会社/出版社/その他

以下は、共同ネット参加会社様とご相談の上記載ください。

会社名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社印 担当者

請求先（○をつけてください。）

取協の定める取引コード

会社名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）

共有書店ﾏｽﾀﾕｰｻﾞ会
VAN／新出版NW／未加入

送受信時間帯目安

住所

住所

FAX

担当者

担当者

住所

電話 FAX

送信　　　：　　　　　～　　　　：
受信　　　：　　　　　～　　　　：

電話

出版社共同ネット　参加申込書　Ｂ　／　変更依頼書

会社名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）

会員／非会員

件
件

申込区分
新規／変更

電話 FAX

業界ﾈｯﾄﾜｰｸ参加状況

書誌ﾀｲﾌﾟ受注開始希望
／変更希望日

書誌情報件数及び
年間新刊発行件数（予測）

URL

（○をつけてください。）

Ａ　／　Ｂ



 

  

■5.出版社共同ネット参加申込書Ｃ 
 

出版社共同ネットのオプション機能を申し込みます。

申込日　　　　年　　　　月　　　　日

「出版社共同ネットＷＥＢサイト機能アップのご報告」を承諾の上オプション機能を申し込みます。

出版社様のホームページへのリンク　（無料）

・希望いたします。

・希望いたしません。

参加申込書Ｂに記載のＵＲＬと異なる場合のみ記載ください。

書誌画像の掲載　（一部有料）

・希望いたします。

・希望いたしません。

画像データ実務管理者

部課

画像データ掲載費用ご請求先

参加申込書Ｂに記載の請求先と異なる場合のみ記載ください。

共同ネットコード※
支店コード※
出版社コード※ ※共同ネット記入欄

申込書郵送先 〒354-0042　埼玉県入間郡三芳町みよし台１３－１０

主婦の友図書（株）内　出版社共同ネットセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

請求先（○をつけてください。） 共同ネット参加会社以外の場合の送付先名称　住所　担当者名

共同ネット参加会社　/　出版社　/　画
像データ実務管理者　/　その他

電話

出版社共同ネット　オプション機能申込書　Ｃ
出版社様がご希望される場合はこの申込書を提出してください。(必須ではございません。）

出版社様名
（ﾌﾘｶﾞﾅ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 担当者

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

会社名
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 担当者

開始希望
予定

　　　年　　　月　　　日頃

掲載用ＵＲＬ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

住所



 

  

■6.出版社共同ネット退会申請書 

出版社共同ネットセンター（主婦の友図書株式会社）  行

申込日           年      月      日

    出版倉庫流通協議会 出版社共同ネット    退会申請書

「出版社共同ネット」を退会いたします。

退
会 会社名（社印）         社印

法
人

データ発信元    ・自社   ・委託倉庫会社 （いずれかを○で囲んで下さい。）
デ   ﾌﾘｶﾞﾅ

｜ 会社名
タ
管 所在地 〒
理
者

部課名 役職名

  ﾌﾘｶﾞﾅ TEL （            ）          －

氏     名 FAX （            ）          －
E-ｍａｉｌ

（倉庫会社記入欄） データ発信元が委託倉庫の場合必ずご記入ください。

会社名 社印 ｺｰﾄﾞ

委 支社名 ｺｰﾄﾞ

託
倉 住   所 〒
庫
会 部課名
社

TEL （              ）          －

担当者 FAX （              ）          －
E-ｍａｉｌ

出版社共同ネットセンター 使用欄   登録日           年      月       日              

この退会書は郵送でお送り下さい。

〒354-0042   埼玉県入間郡三芳町みよし台１３－１０    主婦の友図書株式会社      
出版社共同ネットセンター   宛てご郵送下さい。



 

  

■７.更新履歴 
 

 ページ 内容 

2006/07/01 第一版作成  

2006/08/31 ■1．出版社様宛参加のお願い 記述の変更 
2.費用負担のお願い 

2006/10/27 第二版作成 表紙の変更 

2006/10/27 ■3．(倉庫会社用）出版社共同ネット参加申込書 削除 
 

2006/10/27 ■3 出版社共同ネット参加申込書Ａ 追加 

2006/10/27 ■4. (出版社用）出版社共同ネット参加申込書 削除 

2006/10/27 ■4.出版社共同ネット参加申込書Ｂ 追加 

2006/10/27 ■6. 出版社共同ネットセンター確認書 削除 

2006/10/27 ■6.更新履歴 記述の追加 

2006/11/6 ■2.出版社共同ネット趣意書 ２（5）②③記述の変更追加

2008/12/10 ■2.出版社共同ネット趣意書 ２（5）④記述追加 

2008/12/10 ■4.出版社共同ネット参加申込書Ｂ 申込区分追加 

2009/01/21 ■1.出版社様宛参加のお願い 
■2.出版社共同ネット趣意書 
 
■5.出版社共同ネット参加申込書Ｃ 
 
 

2.費用負担のお願い 追加 
２（5）① 記述追加 
３（1）記述追加 
新規追加、移行番号振り直し

 
 
 
 
 


