一般社団法人

日本書籍出版協会
www.jbpa.or.jp

ごあいさつ

Greetings

デジタル化の進展が人々の読書環境を大きく変えています。新しい動きが次々に現れ、

日本書籍出版協会役員

（平成 26 年・27 年度）

出版社はどのように新しいビジネスを進めて行ったら良いか、日々模索しています。
日本の出版市場は、現在でも世界的に有数の大きさを持っています。しかし、1996 年
を頂点にして既に 17 年も下降を続けており、出版社のみならず、流通に携わる取次会社、
書店の経営は苦しさを増しております。起死回生の妙手があるわけではなく、インフラ整

理事長
相賀昌宏（小学館）

備等の中長期的な努力を怠らず、良質の出版物を出し続けることで読者の信頼を得ていく

副理事長

しかありません。さらに、電子化とグローバル化の波を受けて、日本の出版界は今後、海

金原

外との競争にも勝ち残っていかなければなりません。

佐藤隆信（新潮社）

少子高齢化が進む日本社会は人口減少の時代を迎えつつあります。その中で 10 年後、

20 年後を見据えたとき、出版界としてできることは、多元的な文化、多元的な価値に対
応できる多言語社会を実現するために協力していくことなのではないかと考えます。
われわれは今、たくさんの課題を抱えています。出版物のデジタル化に対応するため、
著作権法の改正が行われ、電子書籍の出版権が認められました。紙と電子で同時刊行する
出版物がより増えていくことでしょう。しかし、紙の出版物の流通はまだ圧倒的に主流で
あり、そこに携わる人々の安定した活動を支えていかなければなりません。

優（医学書院）

矢部敬一（創元社）
下中直人（平凡社）
持谷寿夫（みすず書房）
専務理事
中町英樹
常任理事

読書推進運動は、若者の活字離れを食い止めるために様々な活動を行っていますが、真

安部英行（学事出版）

の読書は、人に強いられてするものではなく、自分から本を読みたいという気持ちを起こ

斎藤健司（金の星社）

させることであるのを忘れてはいけません。

井村寿人（勁草書房）
野間省伸（講談社）

出版活動の根幹である「出版・表現・言論の自由」は何も

佐藤徹哉（新興出版社啓林館）

のにも代えがたいものであり、私たち出版人が自ら出版物

鈴木一行（大修館書店）

を線引きするようなことは何であれ、してはいけないこと

山本憲央（中央経済社）

です。出版物を規制するような立法の動きには断固反対して

成瀬雅人（原書房）

いきますが、その一方で、厳しく我が身を律し、自主規制を

杉田啓三（ミネルヴァ書房）

進めていかなければ社会の理解を得ることはできません。
本は未来を創る媒体そのものです。過去と現在・未来を、

理事

日本と海外を、老人と若者を、そして著者と読者を媒介し

玉越直人（WAVE 出版）

ていくのが本です。私たちはこの本に携わる業界にいる喜

今村正樹（偕成社）
曽根良介（化学同人）

びを次代に引き継ぐため、努力してまいります。皆様のご
指導ご協力をお願い申し上げます。

一般社団法人 日本書籍出版協会
理事長

相賀昌宏

小野寺優（河出書房新社）
南條光章（共立出版）
牛来真也（コロナ社）
北口克彦（三省堂）
富永靖弘（新星出版社）
岡本明剛（ 増進堂・受験研究社）
熊沢敏之（筑摩書房）

The development of digitalization changes dramatically the style of reading. We, publishers, are working
every day to build a new business model to get along with the new trends that appear one after another.
Publishing industry in Japan has still one of the biggest markets in the world. However, the market
has continued to shrink since 1997. We have to survive the fierce competition with digitization and
globalization. There is no simple solution in such conditions, but we should make our best efforts in
the development of the infrastructure of publishing distribution and keep providing readers with the
publications of good quality.
Japan is facing an aging society with low birth rate that leads to a decrease population. I believe that the
publishing industry has to do the best to realize the multilingual society in order to accept the cultural
diversity.
Publishers are confronting many challenges today. The copyright law was revised and the right of
publication for e-books is legislated this year. Printed material still comprises a majority of publications,
but there will be certainly much more contents published both in paper and digital than ever.
Nevertheless, we should not forget to guarantee the ones who engage in printed materials at the same
time.
We keep promoting the reading for the younger generation and inspire them to read books voluntarily.
For publishers, it is essential to keep the freedom of speech, publishing and expression, and we will strictly
protest to any movement to restrict the publications.
Books are truly a medium that shapes our future. We are determined to devote every eﬀort to take over
the pleasure of working in the book industry to the next generation.

Masahiro Oga

President, Japan Book Publishers Association

土井二郎（築地書館）
干場弓子
（ディスカヴァー・トゥエンティワン）
黒田拓也（東京大学出版会）
小立鉦彦（南江堂）
伊藤富士男（ 農山漁村文化協会）
清水卓智（PHP 研究所）
佐藤潤一（福音館書店）
酒井久雄（有斐閣）
監事
飯塚尚彦（産業図書）
和田佐知子（春陽堂書店）
小林敬和（中央公論新社）
松井清人（文藝春秋）
室中道雄（公認会計士）

書協の目的・事業、機構

書協のあゆみ
1957 年（昭 32）3 月

日本書籍出版協会設立（181 社）

1957 年（昭 32）10 月

目的と事業

出版倫理綱領制定（雑協と連名）

1958 年（昭 33）4 月
国際出版連合（IPA）加盟

Objectives and Activities

出版事業の健全な発展とその使命の達成を図り、もって文化の向上と社会の進
展に寄与することを目的に、以下の事業を行っています。

1965 年（昭 40）4 月

文部省より社団法人許可

1968 年（昭 43）10 月

①出版事業の健全な発展と出版文化の向上に必要な調査・研究
②国内外の出版文化普及のため、読書推進等の諸活動の実施及び協力・参加
③出版情報データベースの構築及び提供・公開

「日本出版百年史年表」刊行

1972 年（昭 47）

ユネスコ国際図書年

④関係官庁及び関係団体との連絡・協力

1976 年（昭 51）5 月

「これから出る本」創刊

⑤出版関係団体等に対する事務室・会議室の貸与

1976 年（昭 51）5 月
国際出版連合第 20 回大会開催（京都・東京）

⑥出版事業発展のために必要な関係者の親睦と福利増進
⑦機関紙等刊行物の編集発行等の広報活動
⑧その他この法人の目的を達成するために必要な事業

1977 年（昭 52）10 月
「日本書籍目録 '77-'78」創刊
以降 2004 年版まで毎年刊行

機構

1984 年（昭 59）5 月
第 1 回「日本の本展」開催

Organizations

1990 年（平 2）8 〜 11 月
評議会

委員会

理事会
総会

フランクフルト「日本年」事業実施

1991 年（平 3）9 月

「日本複写権（現・日本複製権）センター」設立

部会
常任理事会
支部

1994 年（平 6）1 月

「東京国際ブックフェア '94」開催
以降毎年開催

1994 年（平 6）1 月

アジア・太平洋出版連合（APPA）発足、加盟

1996 年（平 8）2 月
監事

事務局

日本出版文化史展を京都で開催

1997 年（平 9）9 月

ホームページ開設、“Books” 公開

●役員会、総会

Board Meeting, General Meeting
本会の執行機関である理事会を毎月 1 回開催し、会務の運営にあたっています。
また、理事会の中に常任理事会を設け、毎月 1 回開催しています。定時総会を
年 1 回、評議会は随時開催しています。

1998 年（平 10）1 月
国際出版連合第 4 回国際著作権シンポジウム
2000 年（平 12）
子ども読書年

2001 年（平 13）12 月

子ども読書活動の推進に関する法律施行

●委員会

Committees

事業遂行上必要な調査研究を行い、理事会の諮問に応じるため、問題別に委員
会を設けています。
流通委員会 ●生産委員会 ●研修事業委員会 ●出版経理委員会
●知的財産権委員会
●読書推進委員会
●図書館委員会
●国際委員会
●出版の自由と責任に関する委員会
●国語問題委員会
●人事・総務委員会
●デジタル委員会
（含む 書籍データベース小委員会、近刊図書情報小委員会）
● TIBF 委員会
●経営・財務委員会
●

●部会

Working Groups

出版部門別の課題を検討するため、適宜、部会を設けています。
学習書部会

●

児童書部会

●

2001 年（平 13）3 月

再販制度当面存置が決定

2002 年（平 14）2 月

台北国際図書展で「日本年」事業実施

2004 年（平 16）2 月

著作権法改正、書籍・雑誌の貸与権獲得

2005 年（平 17）7 月

文字・活字文化振興法施行

2007 年（平 19）秋
創立 50 周年記念事業実施
2009 年（平 21）5 月

ソウル国際ブックフェア 2009

「日本年」事業実施

2010 年（平 22）

●支部

Branches

大阪と京都に支部を置き、本部との連絡・調整を図り、地区会員間の必要な事
項に対処する活動を行っています。

国民読書年

2010 年（平 22）3 〜 4 月

バンコク国際ブックフェア 2010

「招待国：日本」事業実施

2012 年（平 24）2 月

●事務局

Secretariat Office

事務局に調査部、データベースセンター、総務部を置き、本会の事業に必要な
事務を担当しています。

サロン・ド・リーブル「日本年」事業実施（パリ）

2014 年（平 26）4 月

改正著作権法成立、電子書籍に出版権
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出版社と読者を結ぶ
■読書推進活動

Linking Publishers to Readers

Promotion of Book Reading

2001年12月に「子どもの読書活動の推進に関する法律」、2005
年 7 月には「文字・活字文化振興法」が施行され、この 2 つの法
の理念を具現化するため、2007 年10月に（財）文字・活字文化推
進機構が設立されました。また、2010 年は「国民読書年」として、
全国で様々な読書推進活動が展開されました。
当協会は子どもたちのみならず、あらゆる年齢層の読者に読書
の喜びを知ってもらうため、多くの関係団体と連携し、多彩な読
書推進活動を実施しています。

東京国際ブックフェア
Tokyo International Book Fair
例年、世界 20 カ国・地域以上から約 1000 社が出展し、読者謝恩や著作
権取引、商談はもとより、出版をめぐるセミナー、シンポジウム、講演会
などが多彩に展開され、読書推進の中核的行事に育ってきました。年 1 回
7 月開催。

子どもの
読書推進会議
Conference on
Promotion
of Reading
for Children

お話会・読み聞かせ
団体等による
著作物の利用について
2006 年 5 月、児童書四者懇談会（日

本児童出版美術家連盟・日本児童
文学者協会・日本児童文芸家協会・
日本書籍出版協会児童書部会）で
は、読み聞かせ等で著作権の取り
扱いがスムーズに運用されるよう
簡単な手引きを作成しました。

2000 年「子ども読書年」を推進した実行委員会の成果を引
き継ぎ、14 団体が参加して、子どもの読書推進を図る「絵
本ワールド」など次代を担う子どもたちの読書習慣を養う
ための活動を行っています。

■図書館

Cooperating with Libraries

図書館は、出版界の良きパートナーです。公共・大学・専門の各図書館に加え、学校図書館の充実に
協力し、多くの読者に読書の喜びを知ってもらうための活動を行っています。
また、図書館資料へのアクセス手段の多様化に関する法整備等についての研究を行っています。
学校図書館図書整備費の実体化推進
地方交付税として措置された学校図書館整備
費を各自治体で実際に予算化してもらうよう
に各方面への働きかけを行っています。

図書館大会
All Japan Library Conference
毎年秋に開催される全国図書館大会
（主催＝日本図書館協会）で目録配布
や分科会の開催に協力しています。

■出版の自由と責任

Protecting the Freedom of Publishing

言論・出版・表現の自由は民主主義の根幹をなすものです。メディアを規制する恐れのある法律や制度
に対しては、反対の立場を貫きます。一方で、出版倫理綱領にのっとり、責任ある出版活動を行うた
めの適切な自主規制を進めています。
メディア規制法案への反対
Opposition to the Bills Restricting
Freedom of Publishing
言論・出版・表現の自由を脅かす恐れのある法律などに
ついては、その運用を厳しく注視するとともに、新たな
メディア規制の動きに反対していきます。

出版倫理協議会

Council on Publishing Ethics

1963 年に出版 4 団体で設立し、青少年に配慮した自主

規制を行っています。また、第三者機関「出版ゾーニン
グ委員会」を設置し、書店等における区分陳列販売を促
進するため「出版ゾーニングマーク」の表示を出版社に
要請しています。2006 年からは、青少年閲覧防止のた
め小口シール止めを行っています。

日本では年間に約 8 万点の新刊書籍が出版され、市場で入手可能な書籍は約 97 万点という世界有数の出版大国です。また、雑誌は
約 3,200 タイトルが書店ルート等で流通しています。これらの出版物が読者の求めに応じて迅速かつ確実に手に入るよう、当協会をは
じめ※出版 4 団体が中心となって、さまざまな活動を行っています。
※出版 4 団体とは、日本書籍出版協会、日本雑誌協会、日本出版取次協会、日本書店商業組合連合会を指します。

■流通改善・データベース

Improving the Distribution and Database

「欲しい本がすぐ手に入る」出版流通の実現を目指し種々の研究と実践を行っています。
流通改善をすすめるためには、業界標準となる出版情報データベースの整備が不可欠です。
日本出版インフラセンターとも連携し、さらなる出版データベースの充実と普及に取り組んでいます。
また、デジタル化による出版物の利活用に関する様々な動きに対応するとともに、新たな市場形成に
資する研究を行います。

読書推進カレンダー
若い人に贈る読書のすすめ
1 〜 3月
台北国際図書展
2 月上旬
絵本週間
3 月 27 日〜 4 月 9 日
造本装幀コンクール審査会
4月
子どもの本の日
4月2日

謝恩価格本ネット販売フェア
Discount Thank-you Sale on the Internet

出版再販・流通白書
Report of Resale Price Maintenance System

春のこどもの読書週間、秋の読書週間を中心に年 2 回、
有志出版社によるインターネットでの謝恩価格本フェア
が開催されています。一般の書店店頭では手に入りにく
い稀少本等も販売し、読者の好評を得ています。

著作物再販制度は 2001 年 3 月に「当面存置」の結論が公正
取引委員会から出されました。出版業界では、制度の弾力
運用を図り、流通改善に努めています。

春の謝恩価格本
ネット販売フェア
4 月中旬〜 6 月中旬
春の書店くじ
4 月 20 日〜 30 日
世界 本の日
＝サン・ジョルディの日、
子ども読書の日
4 月 23 日
こどもの読書週間
4 月 23 日〜 5 月 12 日

データベース日本書籍総目録
Japanese Books in Print Database
日本では毎日 200 点を超える新刊書籍が発行され、年
間で約 6 億 5 千万冊が販売されています。出版情報のイ
ンフラ整備の一環として「今、新刊市場で手に入る書籍」
を網羅したデータベースを構築し、Books（書籍検索サ
イト）
や書店・取次会社等へ日次で情報を提供しています。

図書館記念日
4 月 30 日
納本制度の日
5 月 25 日
ソウル国際ブックフェア
6月
東京国際ブックフェア
7 月上旬

Books.or.jp
Books in Print Online
Books とは国内で発行され、現在入手可能な書籍を収
録する書籍検索サイトです。書籍をインターネットやス
マートフォンで検索し、オンライン書店などから購入も
できます（掲載点数 97 万点）。また検索結果から出版社
の詳細ページへのリンクもしています（380 社 18 万点）。

日本出版インフラセンター
Japan Publishing Organization for Information
Infrastructure Development: JPO
2002 年 4 月に、出版社・取次会社・書店・図書館の協
力によって設立され、出版情報および出版情報システム
の基盤整備、流通改善に取り組んでいます。

ISBN コード
これから出る本

International Standard Book Number

"Forthcoming Books"

近刊図書情報として、30 年以上も読者の皆さまに親し
まれています。月 2 回刊行で各号 18 万部を発行し、書
店店頭で無料で配布しています。

国際標準図書番号として、書籍流通の効率化にも活用さ
れています。日本図書コード管理センターは、日本出版
インフラセンターの一部門として出版者記号の付与等、
ISBN コードの管理を担当しています。

雑誌愛読月間
7 月 21 日〜 8 月 20 日
北京国際図書展示会
8 月下旬
敬老の日・読書のすすめ
9 月中旬
フランクフルトブックフェア
10 月
秋の謝恩価格本
ネット販売フェア
10 月中旬〜 12 月中旬
文字・活字文化の日
10 月 27 日
読書週間
10 月 27 日〜 11 月 9 日
読書週間書店くじ
10 月 27 日〜 11 月 9 日
神保町ブックフェスティバル
10 月下旬〜 11 月上旬
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出版文化を未来につなぐ Conveying Publishing Culture to the Future
■著作権

Respecting Copyright

著作物の創造に携わる著作者の知的活動が正しく権利として尊重されることによって、新たな創作を促すことができます。
また、出版社自身も新たな著作物の創造を手助けし、発意と責任をもって出版物を世に送り出すという知的活動を行っています。

出版契約の普及促進
Promotion of Model Contract
of Publishing Agreement

著作・出版権相談室
Publishing and Copyright
Consultation

著作権問題についての検討
Consideration
of Copyright Problems

改正著作権法が 2015 年 1 月に施行さ
れ、電子書籍にも出版権設定が可能に
なります。これに伴い、紙と電子が一
体となった出版契約書ヒナ型を作成し
ました。

著作・出版権に関する相談に対し、経験
豊富な相談員が応答しています。
定例相談室は、毎月第 2・第 4 水曜日で
す（要予約）。

文化庁の文化審議会著作権分科会におけ
る審議等の場に当協会から委員が参加
し、出版界の意見の反映に努めています。
また、著作権関係団体と連携し、著作権
の適正な利用についてのガイドライン作
成等を行っています。

日本複製権センター
Japan Reproduction Rights Center

出版者著作権管理機構（JCOPY）
Japan Publishers Copyright Organization

出版物からの複写に関する権利処理機構とし
て、1991 年に設立されました。約 5,800 者の
企業・大学等と許諾契約を締結しています。

出版者 7 団体で構成する複写権に関する団体で
す。著作物の複写利用者に対して許諾をすると
ともに、日本複製権センターの一員として委託
出版物の一部を再委託しています。

■国際

出版物貸与権管理センター
Rental Rights Administration Center
for publications
レンタルブック店に対し、出版物の貸与権の許
諾と使用料徴収を行っています。11 万点以上
の出版物を管理し、約 14.8 億円を権利者に分
配しています。

Expanding the International Relations

デジタル化とネットワーク化の進展によって、海外の出版界とのつながりはますます緊
密になっています。国際的な活動を通じて、日本の出版界の現状を正しく紹介し、国際
的に共通する問題について情報交換や共同して解決に向けた研究を行っています。

国際出版連合（IPA）
International Publishers
Association
世界約 50 カ国の出版協会で組織する国
際出版連合（IPA）に日本を代表して加盟
しています。2012 年に南アフリカ共和
国・ケープタウンで開催された第 29 回
大会に日本から多くの出版人が参加し、
また 2015 年には、タイ・バンコクで第
30 回大会が開催される予定です。

■造本装幀コンクール

Japan Book Design Concours

1966 年以来毎年開催され、現在は日本印刷産業連合会と当協会の共催で、造本技術
や装幀デザインの優れた書籍を表彰しています。
出品作品は東京国際ブックフェアで展示され、入選作は日本を代表する作品としてド
イツ・ライプチヒで開催される「世界で最も美しい本コンクール」に出品されるほか、
印刷博物館（東京都文京区）で「世界のブックデザイン」として展示されます。

2013 年より応募作品は国立国会図書館の「原装保存コレクション」
（出版文化史上保存
すべき図書などを函・カバーを含めて収集するもの）に保存されています。

アジア・太平洋出版連合
Asian Pacific Publishers Association
アジア・太平洋地域 16 カ国の出版協会で構成
するアジア・太平洋出版連合（APPA）の設立に
中心的な役割を果たし、加盟諸国と協力してア
ジア・太平洋出版フォーラムの開催、APPA 出
版賞の授与等の活動を行っています。

出版は、最も古いメディアであると同時に、現在、最も多くの情報を媒介するメディアです。
出版文化を発展させ、次の世代に継承していくため、さまざまな活動を行っています。

■研修・普及・情報提供

Training and Exchange of Information

出版社における研修活動を手助けし、激変する出版環境において生じる多種・

刊行物一覧

多様な問題に関する最新の情報を提供し、出版社間でのコミュニケーションの促

本づくり〈第 4 版〉
（新入社員のためのテキスト 1）
2009 年、A5 判、80p. 定価：本体 700 円 + 税

進を図っています。

出版営業入門〈改訂版〉
（新入社員のためのテキスト 2）
2008 年、A5 判、79p. 定価：本体 838 円 + 税
出版社の日常用語集〈第 4 版〉
（新入社員のためのテキスト 3）
2008 年、A5 判、80p. 定価：本体 700 円 + 税
テキスト類の発行
Publishing of Textbooks

新入社員研修
Seminar for New Employees

出版社の日常業務の参考になるようなテキス
ト類を発行しています。詳細は「刊行物一覧」
をご覧ください。

毎年 4 月に、出版社の新入社員を対象にして
2 日間の研修を実施しています。編集，営業、
書店等についての講義や、取次会社の見学も
行います。

■刊行物一例

翻訳出版の手引〈新訂第 5 版〉
2011 年、A5 判、68p. 定価：本体 800 円 + 税
外国語版出版・国際共同出版マニュアル〈第 4 版〉
2011 年、A5 判、64p. 定価：本体 800 円 + 税
出版契約書ヒナ型 1
2015 年、A4 判、頒価：600 円（税込）

その他研修事業
Other Training Schemes

出版契約書ヒナ型 2（紙媒体）
2015 年、A4 判、頒価：600 円（税込）

著作権実務講座、本づくりの基礎講座、出版
税務研修会を開催しています。また、印刷工
場見学会も毎年実施しています。そのほか、
出版社に役立つ研修会、セミナーを随時開催
しています。

出版契約書ヒナ型 3（電子配信）
2015 年、A4 判、頒価：600 円（税込）
児童書出版用出版契約書ヒナ型
1994 年、B5 判、頒価：540 円（税込）
出版税務会計の要点〈年度版〉
B5 判、52p. 定価：本体 600 円 + 税

Publications

An Introduction to Publishing in Japan
2014-2015
2014 年、A5 判、87p. 定価：本体 1500 円 + 税
イギリス出版市場調査報告書

会報『書協』
・
『出版広報』
毎月 1 回、会員社・マスコミ
へ向けて出版情報を提供して
います。

英文版
日本の
出版界
An Introduction to
Publishing in Japan
2014-2015
日本の出版界の概要を英語で
紹介しています。

2013 年、A4 判、80p. 頒価：1000 円（税込）
書籍の出版企画・製作等に関する実態調査（第 4 回）
2010 年、A4 判、24p. 頒価：500 円（税込）
出版税務会計の要点
出版業に特有の税務会計の留
意点をまとめています。

書協ホームページ主な内容
www.jbpa.or.jp

書協の概要（会員出版社一覧、入会のご案内等）

■その他の活動

Other Activities

●出版経理 Accounting for Publishing
出版社の経理に関する問題の検討や相談、講習会等を行っています。
●人事・総務 General and Personnel Affairs
人事・総務関係の諸問題について、会員相互間の情報交換を行っています。
●国語問題 Japanese Language
国語および文字データに関する JIS 改正等についての研究を行っています。
●生産 Production of Publications
用紙・印刷・製本など出版物製作に関わる諸問題の調査研究を行っています。
●税制改正への対応 Dealing with Tax System Revision
消費税率の引き上げに対応する活動を行っています。

書協発表の見解・意見等
ガイドライン
（読み聞かせ著作権、学校等での複製など）
契約書（出版契約書、再販契約書）
『雑協・書協 50 年史 WEB 版』
『日本出版百年史年表デジタル版』
データベース日本書籍総目録
（データベース登録、
『これから出る本』など）
本をさがす（Books.or.jp）
関係団体一覧

［会員名簿］愛隆堂／明石書店／あかね書房／秋田書店／朝倉書店／旭屋出版／明日香出版社／梓出版社／あすなろ書房／家の光協会／医学書院／郁文堂
池田書店／石原出版社／医歯薬出版／和泉書院／イタリア書房／井上書院／岩崎書店／岩波書店／インプレスホールディングス／ WAVE 出版／潮出版社
内田老鶴圃／芸艸堂／英宝社／ NHK 出版／エヌ・ティ・ティ出版／エムオン・エンタテインメント／おうふう／旺文社／大泉書店／大阪教育図書
大阪大学出版会／大月書店／御茶の水書房／オトバンク／オーム社／音楽之友社／偕成社／海青社／開拓社／海文堂出版／解放出版社／開隆堂出版
化学同人／学芸出版社／学芸図書／学事出版／学術図書出版社／学陽書房／風間書房／鹿島出版会／柏書房／学研ホールディングス／ KADOKAWA
金子書房／金原出版／川島書店／河出書房新社／河原書店／かんき出版／関西大学出版部／関西学院大学出版会／翰林書房／きこ書房／萌書房
紀伊國屋書店出版部／技報堂出版／九州大学出版会／求龍堂／教育出版／ぎょうせい／協同医書出版社／京都書房／京都新聞企画事業
京都大学学術出版会／共立出版／金園社／銀行研修社／きんざい／金星堂／近代映画社／近代科学社／近代消防社／近代セールス社／近代文藝社
金の星社／金芳堂／くもん出版／暮しの手帖社／クリエテ関西／クレオ／くろしお出版／慶應義塾大学出版会／経済界／芸術新聞社／溪水社／勁草書房
敬文堂／研究社／玄光社／現代図書／建帛社／好学社／光生館／恒星社厚生閣／佼成出版社／講談社／光文社／弘文社／光文書院／弘文堂／晃洋書房
高陵社書店／公論社／国際語学社／国政情報センター／国土社／古今書院／梧桐書院／ことのは出版／小峰書店／コロナ社／サイエンス社
サイエンスハウス／最新医学社／さ・え・ら書房／酒井書店育英堂／嵯峨野書院／山喜房佛書林／三共出版／産業図書／産業能率大学出版部／三修社
三省堂／サンパウロ／三宝出版／サンマーク出版／サンライズ出版／サンリオ／産労総合研究所／ JTB パブリッシング／シーエムシー出版
視覚デザイン研究所／ CCC メディアハウス／自治体研究社／実教出版／実業之日本社／柴田書店／思文閣出版／清水書院／ジャパンタイムズ／集英社
自由國民社／秀作社出版／樹村房／主婦と生活社／主婦の友社

一般社団法人

シュプリンガー・ジャパン／ジュリアンパブリッシング／春秋社

日本書籍出版協会

Japan Book Publishers Association

〒162-0828 東京都新宿区袋町 6 番地

日本出版会館

6 Fukuro-machi, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0828

都営地下鉄
大江戸線
牛込神楽坂駅
A2 出口
（徒歩 4 分）

診断と治療社／新潮社／新日本出版社／新評論／人文書院

聖徳大学出版会／青土社／聖パウロ女子修道会／成美堂
成美堂出版／聖文新社／成文堂／清文堂出版／誠文堂新光社
税務経理協会／税務研究会／清流出版／青林書院
世界思想社教学社／世界文化社／泉文堂／創元社／総合医学社
草思社／増進堂・受験研究社／創文社／体育とスポーツ出版社
第一出版／第一法規／ダイエックス出版／大学教育出版
大学書林／第三書房／第三文明社／大修館書店／大東出版社
大日本図書／ダイヤモンド社／大和出版／大和書房／高菅出版

文具店（相馬屋）

午

新興出版社啓林館／信山社出版／新書館／新水社／新星出版社

生産性出版／成山堂書店／青春出版社／誠信書房

第一勧業信用組合
洋品店

昇龍堂出版／照林社／昭和堂／女子栄養大学出版部／新学社

スリーエーネットワーク／駿河台出版社／青幻舎／青山社

東京メトロ
有楽町線
南北線
飯田橋駅
B3 出口
（徒歩 7 分）

交番

商事法務／少年画報社／少年写真新聞社／晶文社／昭文社

数研出版／スキージャーナル／すばる舎

Telephone: 03-3268-1302（総務部）
: 03-3268-1303（調査部）
: 03-3268-1304（DB センター）
Fax: 03-3268-1196
URL: http://www.jbpa.or.jp
東京メトロ
東西線神楽坂駅
神楽坂口（徒歩 7 分）

春風社／旬報社／春陽堂書店／翔泳社／小学館／裳華房／彰国社

外堀通り

後

◁（
一 神楽坂通り
方
飲食店
通
行
毘沙門天
）▷
（善國寺）
午
前
三菱東京
UFJ 銀行

高橋書店／ TAC 出版／玉川大学出版部／淡交社／筑摩書房
千倉書房／竹林館／地人書館／チャイルド本社／中央経済社
中央公論新社／中央大学出版部／中央法規出版／中道館／鳥影社
朝文社／築地書館／ディスカヴァー・トゥエンティワン

JR 飯田橋駅
西口
（徒歩 8 分）

電気書院／天声社／燈影舎／東海大学出版部／同学社
東急エージェンシー／東京化学同人／東京学参
東京書籍／東京創元社／東京大学出版会／東京電機大学出版局
東京堂出版／東京図書／東京美術／童心社／東信堂／刀水書房
同成社／同文舘出版／同文書院／東方出版／東方書店

一般社団法人

東北大学出版会／同友館／東洋館出版社／東洋経済新報社

日本書籍出版協会

朱鷺書房／徳間書店／図書文化社／ TOTO 出版／永井書店
至

九段・靖国神社

永岡書店／永末書店／ナカニシヤ出版／中山書店
名古屋大学出版会／ナツメ社／南雲堂／南江堂／二玄社
西村書店／日栄社／日外アソシエーツ／日貿出版社

日科技連出版社／日刊工業新聞社出版局／日東書院本社／日本教文社／日本評論社／二宮書店／日本医事新報社／日本ヴォーグ社／日本加除出版
日本カメラ社／日本漢字能力検定協会／日本棋院／日本経済新聞出版社／日本経済評論社／日本実業出版社／日本聖書協会／日本統計協会
日本能率協会マネジメントセンター／日本文教出版／日本文芸社／日本法令／ニュートンプレス／ニューハウス出版／燃焼社／農山漁村文化協会
培風館／白水社／白泉社／白帝社／白桃書房／博文館新社／博友社／白揚社／早川書房／原書房／ PHP 研究所／ BL 出版／東本願寺出版部／東山書房
ひかりのくに／ビジネス教育出版社／美術出版社／ひつじ書房／檜書店／評論社／平河出版社／廣川書店／フォクシー／フォレスト出版／福音館書店
福村出版／冨山房／婦人之友社／扶桑社／双葉社／プレアデス出版／フレグランスジャーナル社／フレーベル館／文一総合出版／文英堂
文化学園文化出版局／ぶんか社／文化書房博文社／文藝春秋／文眞堂／文理／平凡社／平楽寺書店／ベストセラーズ／ベースボールマガジン社
ベネッセコーポレーション／ベレ出版／勉誠出版／法研／法政大学出版局／法蔵館／法律文化社／北隆館／保健同人社／歩行開発研究所
北海道大学出版会／ポプラ社／ほるぷ出版／本願寺出版社／マガジンハウス／丸善出版／丸元／三笠書房／みくに出版／みすず書房／光村教育図書
光村推古書院／緑書房／ミネルヴァ書房／宮帯出版社／未來社／明治書院／明星大学出版部／メイツ出版／メディアイランド／木耳社
森北出版／森山書店／八木書店／薬事日報社／柳原出版／山川出版社／山口書店／有紀書房／雄山閣／雄松堂書店／有信堂高文社／有斐閣／ユーキャン
養賢堂／養徳社／吉岡書店／吉川弘文館／理工図書／理想社／理論社／臨川書店／黎明書房／レクシスネクシス・ジャパン／ロングセラーズ
早稲田教育出版／早稲田大学出版部
2014.12 現在

