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電子書店登録会員規約 

 

小野高速印刷株式会社（以下「当社」といいます）は、当社が運営するウェブサイト BookWay

（以下「当サイト」といいます）において、電子書店登録者に提供するサービスを電子書

店に登録した会員（以下書店会員といいます）が利用するにあたり、その利用方法ならび

に利用料金、売上決済方法、当社と書店会員との関係を明確にするための規約を下記の通

り定めます。 

 

第１条 本規約の範囲および変更 

１． 本規約は、書店会員に適用されるものとします。 

２． 当社は、書店会員に事前の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとし、この場

合、変更後の規約を当社が適当と判断する方法で書店会員に告知するものとします。

通知した後において、書店会員が契約を継続した場合には、書店会員は新しい規約を

承認したものとみなし、変更後の規約を適用するものとします。 

３． 本規約が当社と個別に書店会員との間で取り交わされた「電子書店利用契約書」と異

なる事項がある場合は「電子書店利用契約書」を優先させます。 

 

第２条 用語の定義 

１． 「本サービス」：当サイト内にある電子書店の機能をインターネット上から利用可能

にしたサービスおよびこれに関連するサービス。 

２． 「会員」：当サイト内で書籍の購入や出版ができるユーザーアカウントの登録をして

いる者。 

３． 「書店会員」：電子書店登録申し込みを行い、当社との間で「電子書店利用契約」を

締結した会員。 

４． 「電子書籍」：電子機器のディスプレイで読むことができる出版物。 

５． 「オンデマンド本」：注文の度にデータからデジタル印刷をして製本された本。 

６． 「出版本」：一般的にオフセット印刷で多量に印刷・製本され店舗等で販売される本。 

 

第３条 本サービスの内容 

１． 書店会員は当サイト内に当社が提供するシステムに沿って電子書籍のインターネッ

トストア（以下電子書店といいます）を開設できます。 

２． 電子書店は独自の書店名にて電子書籍、オンデマンド本、出版本の販売をネット上で

行うことができます。 

３． 電子書店の管理者権限により、自社（団体）の書店 PR、新着情報、バナー広告、Blog

または Twitter へのリンク等を自由に変更することができます。 
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４． 書籍の電子化およびサイトへの登録は書籍登録申し込みフォームより行い、実作業は

当社が有料にて代行します。 

 

第４条 契約方法および契約期間 

１． 電子書店登録申請フォームより申請を行うことができます。当社の審査により書店会

員と認められた事業主に対して、当社との間で「電子書店利用契約」を締結します。 

２． 契約締結後利用代金の支払いと書店登録に必要な情報を当社に送ったのち開設が可

能となります。 

３． 契約期間は 1か年とし、書店会員あるいは当社のどちらかから契約解除の申し立てが

なければ自動延長となります。解約申し立ては契約満了の 2か月前までとなっていま

す。 

 

第５条 届出事項 

契約時より変更になった、商号、代表者氏名、会社（団体）所在地、電話番号、メールア

ドレス、代金決済に関する振込口座、その他登録申し込み時に記載した事項に変更があっ

た場合は、当社へ速やかに変更の届出を行うものとします。 

 

第６条 利用料金 

１． 初期費用は 32,400 円（消費税込）とし、月額利用料金は 5GB までの電子書籍使用容

量に対し 10,800 円（消費税込）となります。但し 5GB を超えるごとに 10,800 円（消

費税込）が加算されます。利用代金の支払いは、契約時に 1年分を一括のお支払いと

なります。契約途中で電子書籍使用容量が 5GB を超える場合は、当社より連絡を行い

ます。月額利用料金の変更は 5GB を超えた翌月から実行されます。月額利用料金が変

更となった場合は、その月額利用料金の差額（新たな月額利用料金－変更前の月額利

用料金）×本サービス開始月から 12 か月後の月までの残り月数、で算出した金額を

一括でお支払いいただきます。 

２． 電子書籍化およびサイトへの掲載料金は、その容量に関わらず販売書籍は一律 8,640

円（消費税込）無料本は一律 5,400 円（消費税込）とします。但し、無料本について

は掲載期間 1か年とし、延長される場合は 2年目から 1年に付 3,240 円（消費税込）

とします。 

３． 販売を中止する電子書籍がある場合、既にその電子書籍が購入されており、購入者に

電子書籍の閲覧できる権利が残っている場合は、たとえ電子書籍の販売を中止しても

電子書籍の使用容量は契約されている電子書籍使用容量から減算いたしません。但し、

会員が無料購入した電子書籍は電子書籍を削除した時点で保障期間終了とするため、

そのデータ容量は電子書籍使用容量から減算いたします。 

４． 1 項の利用料金は当社の判断で変更することがあります。但し、契約期間中の書店会

員の利用料金は変更いたしません。 
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第７条 書籍登録について 

１． 書店会員は、書籍登録申し込みフォームにて書籍の登録を行うものとします。 

２． 書籍の電子書籍化およびサイトへの掲載作業はすべて当社が行います。 

３． 各種法令に違反するもの、公序良俗・社会的通念に反するもの、18 禁のもの、他者の

権利や利益を侵害する恐れのあるもの、情報商材、ギャンブルもの等の書籍登録は受

付いたしません。 

４． 登録できる書籍は本著作物の日本を含むすべての国と地域において、書店会員が電子

媒体あるいは印刷媒体を用いた出版物（オンデマンド出版を含む）として複製し、頒

布する権利を有していることを前提とします。 

５． 登録される書籍については当社が審査を行い、登録を拒否することがあります。 

６． 当サイトのサーバー内にある電子書籍データとしての所有権は当社に帰属するもの

とします。したがって契約期間内でも契約期間が終了してもその電子書籍データは当

社より譲渡いたしません。 

 

第８条 サイトデザインおよび電子書籍について 

１． 当サイトのデザインやシステムについては、会員の了解なく変更および追加を行うこ

とがあります。 

２． 電子書籍のフォーマット形式については当社の判断により決定し、その時点での電子

書籍の最適なバージョンで電子書籍化を行います。 

３． 電子書籍作成ソフトがバージョンアップした場合または新たな電子書籍フォーマッ

トの作成が可能になった場合、既に電子書籍化されている書籍については変更いたし

ません。但し、第 6条 2項に示される料金にて変更することは可能です。 

４． 電子書籍が閲覧できる最新機器の登場や新しいブラウザーに当社の電子書籍が対応

できないものもあることを書店会員は承認しているものとします。 

５． 電子書籍をご購入された会員の閲覧期間は最長 3年間になっていますので、電子書店

の契約を解除した場合あるいは書籍の販売を止めた場合でも電子書籍を閲覧する期

間を保障するために当該電子書籍データを当社サーバー内に保持できるものとしま

す。但し、会員が無料購入した電子書籍は電子書籍を削除した時点で保障期間終了と

なるため、当該電子書籍データを当社サーバー内から削除いたします。 

 

第９条 オンデマンド本、出版本の扱いについて 

１． 電子書店でオンデマンド本および出版本を販売する場合は、販売開始前に当社にその

書籍を販売用として 3冊と当社がサンプルとして使用するものとして 2冊の計 5冊を

送料負担にて送るものとします。 

２． 販売されたオンデマンド本および出版本は当社より購入者へ購入日より2週間以内に

発送いたします。 
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３． お預かりしたオンデマンド本および出版本の保管および在庫管理は当社で行います。

在庫数は基本として 3冊～5冊としています。多量に販売が見込まれるものは相談の

上在庫させていただくこともあります。 

４． 出版本で書店会員に在庫がなくなった書籍については速やかに当社へ連絡を行うも

のとします。当社で速やかに出版本の販売停止を行います。 

５． オンデマンド本の製作が書店会員でできない場合でも、当社へ下請けとして発注する

ことができます。 

 

第１０条 販売形式および販売方法 

１． 販売形式は、電子書籍、オンデマンド本、出版本、電子書籍＋オンデマンド本、電子

書籍＋出版本の 5通りから書籍ごとに選択して販売することができます。 

２． 販売価格の決定は、書店会員が決定することができますが、オンデマンド本について

は最低価格を 1,080 円（消費税込）とさせていただきます。 

３． 電子書籍は、期間を限定して閲覧できる権利を販売するものとします。 

４． オンデマンド本は、国内販売においては送料を販売価格に含んで販売するものとし、

海外販売においてはご購入者へ送料をご負担いただいて販売するものとします。 

５． 出版本の販売は国内、海外問わずご購入者に送料をご負担いただいて販売するものと

します。 

６． オンデマンド本および出版本はすべて当社が在庫管理を行い発送代行いたします。 

 

第１１条 販売手数料および代金の支払い 

１． 第 10 条 1 項のどの形式での販売においても、その売り上げ（送料を除く）の 20％を

手数料として頂戴いたします。 

２． 当社は、毎月末締めにて当月中に販売した商品代金から販売手数料 20％と振込手数料

を差し引いた金額を翌々月 20 日に書店会員の指定する振込口座へお振り込みいたし

ます。 

３． 売上金額から販売手数料 20％を差し引いた金額が 3,000 円に満たない場合は、3,000

円以上になるまで翌月の支払いに繰り越しいたします。 

４． 書店会員が電子書店利用契約を解約する場合、販売手数料と振込手数料を差し引いた

金額を解約日の翌々月20日に書店会員の指定する振込口座へお振り込みいたします。

但し、販売した商品代金から販売手数料と振込金額を差し引いた金額がマイナスにな

る場合はこの限りではありません。 

５． 書店会員より依頼を受けて当社が作成したオンデマンド本の製作費については、当社

より書店会員へ別途請求を起こします。その支払い方法については、書店会員より当

社の指定銀行口座へ振り込みとします。または相談の上、2項の売上金額より請求金

額を相殺することもできます。 
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第１２条 会員情報の管理 

１． 当社は顧客情報を厳重に管理します。書店会員より依頼を受けても登録会員情報を開

示いたしません。 

２． 顧客情報を利用するにあたっては、当サイトのメールマガジンの配信および重要事項

のお知らせ、購入書籍の発送、問い合わせに利用し、当社の個人情報保護方針（当社

規程および関連する諸法令等を含む）に準拠し、漏洩、紛失、改ざん、不正使用およ

び不正アクセス等がないよう適切に管理いたします。 

 

第１３条 秘密保持 

１． 当社および書店会員は本サービスの利用によりお互いに知り得た相手方の業務上、ま

たは技術上の秘密を第三者に漏洩しないものとします。但し、以下のいずれかに該当

する場合は、この限りではありません。 

（１） 相手方から知得する前に、既に自ら所有していた場合 

（２） 相手方から知得する前に、既に公知であった場合 

（３） 相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となった場合 

（４） 正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負わずに入手した場合 

（５） 独自に開発したことが立証できる場合 

（６） 法令、または司法機関若しくは行政機関により開示が要求される場合 

２． 前項の守秘義務は、本サービスの利用終了後も効力を発揮するものとします。 

 

第１４条 知的財産権 

１． 書店会員は当社に対し、登録した電子書籍等の情報が第三者の権利を侵害するもので

ないことを保証するものとします。万一、書店会員が登録した電子書籍等の情報が第

三者の権利を侵害するなど第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、書店会

員の費用と責任において問題を解決するとともに、当社に対していかなる損害も与え

ないものとします。 

２． 当社は、書店会員により掲載された電子書籍等に関する登録時に提供された画像、書

籍情報などを当サイト以外の媒体、雑誌、他のホームページなどへ、当サイトを告知

する目的に限り使用することができるものとします。 

 

第１５条 サービスの中止・解約 

１． 当社は書店会員が次の各号のいずれかに該当するときは本サービスの提供を契約期

間中でも中止または解約することができるものとします。 

（１） 本サービス利用料金を、支払期日を経過しても支払わないとき。 

（２） 申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 

（３） 電子書店登録会員規約および個別の契約に違反する行為で、当社の業務の遂行

に支障を及ぼし、または及ぼす恐れのある行為をしたとき。 
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（４） 第 5条に示す通知義務を故意に怠ったとき。 

（５） その他、当社が書店会員として不適切と判断したとき。 

２． 書店会員が契約期間中に自ら解約を行う場合または1項の理由により当社より解約さ

れた場合においても、既に当社へ支払った利用料金については返金しないものとしま

す。 

 

第１６条 免責事項・サービスの停止 

１． 当社は、サーバーの保守上や工事上またはサイトシステムのメンテナンス上やむを得

ない場合は、その旨を書店会員に 2週間前までに通知することによって本サービスを

一時停止することができます。但し、災害やその他緊急時などの事由が発生した場合

は、書店会員に通知なく停止することができるものとします。また、停止期間におけ

る料金算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとし、

書店会員に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 

２． 当社は、当サイト、サーバー、ドメイン等から送られるメール、コンテンツ等にコン

ピュータウィルス等の有害なものが含まれないことを保障しません。 

 

第１７条 損害賠償 

１． 本サービスの提供に関し、当社の責に帰すべき事由により、書店会員が本サービスを

全部または一部が利用できない（当社が本サービスを全く提供しない場合、または当

社による本サービスの提供方法の瑕疵により書店会員が全く利用できない場合をい

い、第 16 条に基づき本サービスの提供を停止する場合を含まない）ために書店会員

に損害が発生した場合は、当社は、書店会員に対し、提供している本サービスの利用

料を限度としてのみ責任を持つものとし、それ以外の一切の責任を負わないものとし

ます。 

２． 当社は、当社の責に帰すことができない事由から書店会員に生じた損害、当社の予見

の有無に関わらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害

賠償請求に基づく利用者の損害等については、一切の責任を負わないものとします。 

３． 当社は天変地異、当社の防御水準を超えた不正アクセス等の不可抗力によって当サイ

トの利用に障害が生じたり、お預かりした個人情報を漏洩、紛失した場合は責任を負

わないものとします。 

４． 書店会員が本サービスの利用に関し、第三者、または当社に損害を及ぼした場合、書

店会員は、当該第三者、または当社に対し、かかる損害を賠償しなければならないも

のとします。 

 

以上 

 

2014 年 4 月 1 日 改訂 


