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Amazon, Amazon.co.jp, アマゾン 及び Amazon.co.jpロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
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Amazon.co.jpとは
●本・楽曲・ゲームからキッチン用品･ファッションま
で、20を超えるストアに5,000万点を超える品揃
えを誇る日本最大級の総合オンラインストアです。
●月間約4,800万人のカスタマーが来店。1年間で
カスタマー数が60％増加。
月間ページビュー（閲覧数）は約23.3億PVに達し
ます。
●Amazon.co.jpの訪問者数

●日本国内主要Ｗｅｂサイトの利用者数

Source：comscore 2012年3月
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「著者プロモーション」とは
Amazon.co.jpの「本（和書）」内で、著者様がご自身や著作をＰＲして
いただける、新しいプロモーションメニューです。
2012年9月から開始した、有料の著者プロモーションサービス

無料の著者情報サービス

著者プロモーション

著者ページ

Amazon.co.jp内
「本トップページ」または「カテゴリートップ
ページ」で著者様と著作をご紹介

Amazon.co.jp内
ご著作の「商品詳細ページ」に
著者様や著作の動画を掲載

Amazon.co.jp内
著者様専用ページに、
略歴・近影・著作等を掲載

著者ページへ誘導

著作の
詳細ページへ
誘導
亜麻園の仕事術 [単行本]
亜麻園幸次
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著者プロモーションのメニュー
メニュー

カテゴリー

露出率※1

掲載期間

掲載開始日

掲載料金(税抜)※2

ライトロト

和書トップページ

20%

1週間

月曜日

250,000円

ライトロト

カテゴリートップページ※3

50%

1週間

月曜日

150,000円

無期限※4

平日※5

動画掲載

（和書 第二階層以下）

商品詳細ページ
（ご著作の詳細ページ）

100%

150,000円※6
（ライトロトとセットでご実施
の場合、100,000円）

※１ 掲載ページ（和書トップページ・カテゴリートップページ・商品詳細ページ）のページビュー数、ユニークユーザー数、広告表示回数、クリッ
ク率、クリック率は、非公開です。ご了承ください。
※２ 掲載料金は、著者から株式会社TOMOEにお支払いただく料金です。上記料金には、消費税が加算されます。
※３ カテゴリートップページは、本（和書）の第二階層以下で、ご希望のカテゴリーを著者様にお選びいただけます。ライトロトのメニュー表示
上、一部に掲載できないカテゴリーがあります。詳しくはp.７をご覧ください。
※４ 商品詳細ページへの動画掲載は、「配信中」「放映中」「アニメ化」「映画化」などの表現を含む箇所がある動画は、ご指定がなければ
半年で掲載終了になります。詳しくはp.17をご覧ください。
※５ 商品詳細ページの動画掲載は、正式お申し込みをいただいた日から、掲載期日までに掲載開始します。
※６ 商品詳細ページの動画掲載の料金は、ライトロトとセットでご実施の場合、100,000円に割引します。
同著者の著作であれば、同時にお申込み頂き、かつ同月内の掲載開始であれば別の著作への動画掲載も割引の対象になります。
※７ 年末年始やGWなどはスケジュール（掲載開始日）が変更になる場合がございます。
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著者プロモーション 原稿規定① ライトロト 和書トップページ
Amazon.co.jpの本（和書）トップページに１週間掲載。本をお探しに訪れたお客様に幅広く
アピールでき、ブランディング効果が期待できます。
▼掲載イメージ

ライトロト

本（和書）トップ
本（和書）トップ
ページの右カラム
ページの右カラム
に掲載します
に掲載します
近影と表紙を並べて掲載します。
近影と表紙を並べて掲載します。
近影をクリックすると、著者ページ
近影をクリックすると、著者ページ
へ移動します。
へ移動します。
お客様に最もアピールしたい本1
お客様に最もアピールしたい本1
冊の表紙を掲載します。表紙をク
冊の表紙を掲載します。表紙をク
リックすると、その本の詳細ペー
リックすると、その本の詳細ペー
ジへ移動します。
ジへ移動します。
本文には必ず表紙を掲載してい
本文には必ず表紙を掲載してい
る著作の書名を入れ、詳細ペー
る著作の書名を入れ、詳細ペー
ジにリンクします。
ジにリンクします。
文末には、必ず著者ページに誘
文末には、必ず著者ページに誘
導するリンクを入れます。
導するリンクを入れます。

メニュー詳細
カテゴリー

和書トップページ

掲載位置

Amazon.co.jp 内「本（和書）」のトップページ

メニュー

ライトロト （右カラム）

露出率

和書トップページ表示回数の20％
※imp数、想定クリック率は非公開です。

掲載期間

1週間 （月曜日0:00～日曜日23:59）

掲載料金

250,000円 （税抜）
原稿規定

著者様近影

著者ページの近影画像を使用

著作書影

出版社登録の表紙画像を使用

原稿文字数

ヘッドライン19文字/本文100～130字以内
※文中に書名を含みます。英数字は半角

原稿差替

不可

原稿本数

１本

リンク先

Amazon.co.jp内 商品詳細ページ・著者ページ

●掲載ページの表示回数、「ライトロト」の表示回数、クリック率は非公開です。
●お送りいただいた原稿は、Amazon.co.jp のガイドラインに則って、 Amazon.co.jpにて変更されます。 Amazon.co.jpが編集した内容は、
事前に著者様にご確認・同意をいただくことなく掲載されます。誠に恐縮ですが、何卒ご了承くださいませ。
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著者プロモーション 原稿規定② ライトロト カテゴリートップページ
Amazon.co.jpの本（和書） の第２階層以下のいずれかのジャンルのトップページに１週間
掲載。著作のジャンルや、類書に関心があるお客様にセグメントしてアピールできます。
メニュー詳細

▼掲載イメージ

ライトロト

本（和書）トップ
本（和書）トップ
ページの右カラム
ページの右カラム
に掲載します
に掲載します
近影と表紙を並べて掲載します。
近影と表紙を並べて掲載します。
近影をクリックすると、著者ページ
近影をクリックすると、著者ページ
へ移動します。
へ移動します。
お客様に最もアピールしたい本1
お客様に最もアピールしたい本1
冊の表紙を掲載します。表紙をク
冊の表紙を掲載します。表紙をク
リックすると、その本の詳細ペー
リックすると、その本の詳細ペー
ジへ移動します。
ジへ移動します。
本文には必ず表紙を掲載してい
本文には必ず表紙を掲載してい
る著作の書名を入れ、詳細ペー
る著作の書名を入れ、詳細ペー
ジにリンクします。
ジにリンクします。
文末には、必ず著者ページに誘
文末には、必ず著者ページに誘
導するリンクを入れます。
導するリンクを入れます。

カテゴリー

カテゴリートップページ

掲載位置

Amazon.co.jp 内、「本（和書）」第２階層以下の、右カ
ラムがあるいずれか１つのカテゴリー

メニュー

ライトロト （右カラム）

掲載量

掲載カテゴリーの表示回数の50％
※imp数、想定クリック率は非公開です。

掲載期間

1週間 （月曜日0:00～日曜日23:59）

掲載料金

150,000円 （税抜）
原稿規定

著者様近影

著者ページの近影画像を使用

著作書影

出版社登録の表紙画像を使用

原稿文字数

ヘッドライン19文字/本文100～130字
※文中に書名を含みます。英数字は半角

原稿差替

不可

原稿本数

１本

リンク先

Amazon.co.jp内 商品詳細ページ・著者ページ

●掲載ページの表示回数、「ライトロト」の表示回数、クリック率は非公開です。
●お送りいただいた原稿は、Amazon.co.jp のガイドラインに則って、 Amazon.co.jpにて変更されます。 Amazon.co.jpが編集した内容は、
事前に著者様にご確認・同意をいただくことなく掲載されます。誠に恐縮ですが、何卒ご了承くださいませ。
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ライトロト 掲載対象カテゴリー
「ライトロト」のご掲載は、下記のカテゴリーから選択ください。
選択可能カテゴリー

露出率

料金（税抜）

期間

1

和書 トップページ

20%

¥250,000

１週間

2

教育・学参・受験 トップページ

50%

¥150,000

１週間

3

ビジネス・経済 トップページ

50%

¥150,000

１週間

4

文学・評論 トップページ

50%

¥150,000

１週間

5

実用・ホビー トップページ

50%

¥150,000

１週間

6

スポーツ・アウトドア トップページ

50%

¥150,000

１週間

7

コンピュータ・IT トップページ

50%

¥150,000

１週間

8

文庫・新書・ノベルス トップページ

50%

¥150,000

１週間

9

ライトノベル トップページ

50%

¥150,000

１週間

10

語学・辞事典・年鑑 トップページ

50%

¥150,000

１週間

11

暮らし・健康・子育て トップページ

50%

¥150,000

１週間

12

絵本・児童書 トップページ

50%

¥150,000

１週間

13

楽譜・スコア・音楽書 トップページ

50%

¥150,000

１週間

14

医学・薬学 トップページ

50%

¥150,000

１週間

15

旅行ガイド トップページ

50%

¥150,000

１週間

16

アダルト トップページ

50%

¥150,000

１週間

17

資格・検定 トップページ

50%

¥150,000

１週間

18

英語学習 トップページ

50%

¥150,000

１週間

19

漫画・アニメ・BL トップページ

50%

¥150,000

１週間

※和書トップページのみ料金・露出率が異なります。

●掲載ページの表示回数、「ライトロト」の
表示回数、クリック率は非公開です。
●商品内容や効果を考えご指定頂いた掲
載カテゴリーの変更をご相談する場合も
ございます。ご了承ください。

※アダルト商品はアダルトカテゴリーのみ掲載可能です。
和書トップページには掲載できません。
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著者プロモーション 原稿規定③ 商品詳細ページ 動画掲載
Amazon.co.jpの本（和書） の内にある著作の商品詳細ページに、動画を掲載します。
ファンの方や著作に関心のあるお客様に、より詳しいご紹介やメッセージをお届けできます。
メニュー詳細

▼掲載イメージ
亜麻園の仕事術 [単行本]
亜麻園幸次 (著)

本（和書）のご著作の詳細
本（和書）のご著作の詳細
ページに、動画を掲載します。
ページに、動画を掲載します。

カテゴリー

商品詳細ページ

掲載位置

ご指定いただいた著作の商品詳細ページ

メニュー

動画掲載

露出率

商品詳細ページの 100％
※詳細ページの表示回数は非公開です。

掲載期間

無期限

掲載料金

150,000円 （税抜）
ライトロトとセットの場合、100,000円（税抜）
動画 原稿規定

２

仕様

320×240px
wmv 形式 100MB以内
128 kpbs、44100 hz サンプルレート
最長10分（30秒～3分程度を推奨）
スレート画像 原稿規定

最大１０分
最大１０分 （100MB以内）で、
（100MB以内）で、
作品紹介やメッセージを掲載できます。
作品紹介やメッセージを掲載できます。
※30秒～３分程度を推奨します。
※30秒～３分程度を推奨します。

動画開始前に、書影・書名の静止画像（ス
動画開始前に、書影・書名の静止画像（ス
レート画像）を入れていただくことができます。
レート画像）を入れていただくことができます。
※必須ではありませんが、
※必須ではありませんが、 作成いただいた
作成いただいた
方が、お客様のクリック率（再生回数）が増
方が、お客様のクリック率（再生回数）が増
える傾向があります。
える傾向があります。

仕様

320×240px
Jpeg形式 （ノンプログレッシブ形式）
32KB以内
使用可能な画像・文字 ： 書影または本の内容に則し
たイメージ画像（著者画像等）、書名（ロゴも）、著者名、
キャッチコピー（25字以内）

●商品詳細ページの表示回数は非公開です。動画の再生回数は非公開です。
●スレート画像は、Amazon.co.jp のガイドラインに則って、 Amazon.co.jpにて変更される可能性があります。 Amazon.co.jpが編集した内容
は、事前に著者様にご確認・同意をいただくことなく掲載されます。誠に恐縮ですが、何卒ご了承くださいませ。
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掲載結果ご報告書の内容
著者プロモーションを実施後、下記内容のレポートをご提出いたします。
以上をもちまして本プロモーションの実施完了のご報告とさせていただきます。
●ご報告内容：
1.レポート作成日
2.著者名
3.著者ＩＤ
4.著作タイトル
5.プロモーション内容
6.プロモーション実施期間
7.露出率：
8.掲載原稿キャプチャ
9.結果レポート
ライトロトをお申し込みの場合のみ左記のような「閲
覧・注文数」のグラフを記載致します。
著者セントラルからも「ランキングの推移」は確認いた
だけます。
※プロモーション前の1週間＋プロモーション期間の1週間分

上記「結果レポート」は
ライトロトのみご報告いたします。
動画掲載の場合は、
レポートに含まれません。

－商品詳細ページの閲覧数（PV数）
－掲載した著作の注文数

ライトロトおよび動画の表示回数、
クリック数、クリック率など、その他
の指標はレポートに含まれません。
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著者プロモーション ご実施前のチェック項目
著者プロモーションを実施いただく際には、下記の事項を満たしている必要がございます。
ご確認の上、事前のご対応をお願い申し上げます。
著者ページについてのチェック項目

※著者セントラルのアカウントをお持ちでない方は先に著者セントラルへのお申込みをお願いします。

出版社に本人確認を依頼してください。

1

ご自身の著者ページに、「著者セントラル」を使って
アクセスできますか？

いいえ

2

著者ページに著者近影と略歴は入っていますか？

著者セントラルにある「近影ガイドライン」「略歴ガイドライン」を確認の上、
いいえ 「著者セントラル」を使って掲載してください。

出版社に依頼しても7日以上返事がない場合は、下記のフォームの「登録について」を選択の上お問い合わ
せください。
http://www.amazon.co.jp/author

入稿に関するチェック項目
1

表紙を掲載する本は、ガイドラインを満たした本で
すか？

2

Amazon.co.jp に、掲載する本の商品詳細ページが
いいえ 出版社に書誌情報の登録をご依頼ください。
ありますか？

3

表紙画像は入っていますか？

いいえ 出版社に表紙の登録をご依頼ください。

4

内容紹介は入っていますか？

いいえ 出版社に内容紹介の登録をご依頼ください。

5

「在庫有り」になっていますか？

いいえ 出版社に在庫確認をご依頼ください。

6

入稿フォームにすべてご入力いただきましたか？

いいえ 必要事項をすべてご入力ください。

いいえ 恐れ入りますが、P.15 ガイドラインに沿った本に差し替えをお願いします。
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著者プロモーション ご実施までの流れ

7日後以降
１週間掲載
～14日前まで
～20日前まで
～25日前まで

実施結果レポートご提出

著者プロモーション掲載

アマゾンによる原稿修正

ご請求書到着後
プロモーション代金お振込

メールにてご発注
実施内容のご確認
（
原稿案を除く）

アマゾンによる審査

実施ご希望内容を
メールにてご連絡

著作と著者ページの
登録内容の確認・
更新

サービス内容のご確認

掲載が終了しましたら、実施結果
レポートをご提出いたします。

レポートには広告の表示回数、
クリック数、クリック率は含
まれません。ご了承ください。

お送りいただきました原稿案
を、アマゾンの判断により変
更させていただきます。変更
内容は著者様に知らされま
せん。誠に恐縮ですが、何卒
ご了承くださいませ。
ご発注をいただき次第、受領メール
とご請求書をお送りします。料金を
指定口座にお振込みください。

ご著作・
実施メニュー・
期間・
料金 ・
入
稿フォームについて、最終ご確認い
ただいた上、メールにてご発注くだ
さい。
アマゾンがガイドラインに沿って審
査した結果を、ＴＯＭＯＥからご返
信いたします。
実施ご希望のメニュー・
期間・
原稿、
プロモーションに必要な情報を「
入
稿フォーム」
にご記入いただき、
まで amazoncoop@tomoeTOMOE
宛にメールにてお送りくだ
ad.co.jp
さい。
「
著者プロモーション ご実施前の
チェック項目」
をご確認いただき、ア
マゾンの登録されている、ご自身と
プロモーションの対象となる著作の
情報の確認・
更新してください。

本資料で著者プロモーションのサー
ビス内容をご確認ください。
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ご入稿方法① ライトロト
別紙「Amazon入稿フォーマット.xls」に、下記の必要事項をすべてご記入のうえ、
amazoncoop@tomoe-ad.co.jp にお送りください。
▼ご記入例

著者プロモーション実施掲載ご希望の作品情報
著者名：

亜麻園幸次

著者ID：

B001ABCDE2

掲載タイトル：

亜麻園の仕事術

出版社名：

亜麻書店

ISBN-10(10ケタ)

1234567890

●ご自身の「著者ＩＤ」のご確認方法
ご自身の著者ページに表示される
ご自身の著者ページに表示される
10ケタのコードをご入力ください。
10ケタのコードをご入力ください。

著者プロモーションの実施ご希望内容
メニュー

ライトロト

カテゴリー

文学・評論

掲載希望期間（月曜日～日曜日）

2012年8月27日（月）～2012年9月2日（日）

著者プロモーションの掲載原稿案

亜麻園幸次

●ご著作の「ＩＳＢＮコード」のご確認方法

ヘッドライン（19文字まで）
※英数字は半角表記

亜麻園幸次初の仕事術

本文（100～130字）
※英数字は半角表記

ヒト・モノ・時間のスケールがまったく異なる複数のプロジェクト
から、如何にシナジーを生み、卓越した成果につなげるか。
『亜麻園の仕事術』では、作家、大学講師、コメンテーターとし
てマルチに活動する著者が身に付けた、８つの秘訣を初公開。

商品詳細ページ登録情報の「ISBN-10」という
商品詳細ページ登録情報の「ISBN-10」という
欄にある、１０桁のコードを入力してください。
欄にある、１０桁のコードを入力してください。

お問い合わせご返信、ご請求書、実施結果レポートのご送付先
ご芳名・会社名：

亜麻園オフィス

ご住所：

東京都目黒区0-0-0

ご連絡先電話番号：

ご連絡先の電話・ＦＡＸ・メールアドレス
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ご入稿フォーマット・ご入稿方法② 動画掲載
動画ファイルとスレート画像は、ファイル転送サービス（宅ふぁいる便等）でお送りください。
別紙「amazon入稿フォーマット.xls」に、下記の必要事項をすべてご記入のうえ、
amazoncoop@tomoe-ad.co.jp にお送りください。
▼ご記入例

動画イメージ

著者プロモーション実施掲載ご希望の作品情報
著者名：

亜麻園幸次

著者ID：

B001ABCDE2

掲載タイトル：

亜麻園の仕事術

出版社名：

亜麻書店

ISBN-10(10ケタ)

1234567890

著者プロモーションの実施ご希望内容
メニュー

動画掲載

カテゴリー

詳細ページ

掲載開始希望日

2012年8月27日（月）以降、5日以内に掲載開始

動画・静止画原稿

スレート画像イメージ

①ビデオファイル名

半角英数字.wmv 例） genya.wmv

②スレート画像名

slate_半角英数字.jpg 例）slate_genya.jpg

お問い合わせご返信、ご請求書、実施結果レポートのご送付先
ご芳名・会社名：

亜麻園オフィス

ご住所：

東京都目黒区0-0-0

ご連絡先電話番号：

ご連絡先の電話・ＦＡＸ・メールアドレス

２

亜麻出版
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動画入稿のご留意点
① 動画ファイル： 下記、動画ファイル仕様に沿った形で編集・作成ください。
※映画原作等で劇場予告を使用される場合は、必ず冒頭もしくは最後に、書籍の紹介を差し込んでください。
※動画は原則的に、半永久的に掲載されます。発売日を入れたい場合は、20xx年x月x日と明記してください。不確定な日付等（「xx
日頃予定」など）は入れないでください。
※著者ページへの掲載は、著者セントラルよりご自身でアップロードしてください。

② スレート画像 （開始前の静止画像）
必ずご用意いただく必要はありませんが、作成いただいた方が、お客様のクリック数（再生回数）が上昇する傾向
があります。
◆ご用意いただける場合 →下記、スレート 画像の仕様に沿った形で作成ください。
※作成いただいたスレート画像はAmazon.co.jpのガイドラインに沿い、 Amazon.co.jp側の修正が入る場合がございます。ご了承ください。

◆なしの場合 → Amazon.co.jp動画内から自動キャプチャした画像を使用させていただきます。
●動画ファイル仕様

●スレート画像仕様

ビデオサイズ

320×240

サイズ

320×240

ファイル形式

wmv

形式

Jpeg ノンプログレッシブ形式

ファイル容量

100ＭＢ以内

容量

32KB以内

画質・音声

128kbps、44100 hzサンプルレート

時間

最長10分 ※30秒～3分程度推奨

イメージ・文字

ファイル名

半角英数字.wmv （例） genya.wmv

イメージ ： 書影または本の内容に則したイメージ画像
（著者画像等）
文字 ： タイトル（ロゴも）、著者名、キャッチコピー（25
文字以内）のみ※

白背景の場合

線幅1ｐｘの枠を付けてください。

ファイル名

slate_半角英数字.jpg （例）slate_genya.jp
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著者プロモーション 受付のガイドライン
Amazon.co.jpの掲載基準により、下記にあてはまる本は、著者プロモーションを実施できない
旨ご了承ください。
•

人権を損害する恐れのあるもの

•

名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損の恐れがあるもの

•

第三者に対して不利益を耐える恐れがあるもの

•

Amazon.co.jp の業務妨害となる恐れがあるもの

•

虚偽、誇大な表現を含んでいるもの

•

宗教団体への勧誘や布教活動に関わるもの

•

社会秩序を乱す恐れがあるもの

•

Amazon.co.jp のお客様を混乱させる恐れがあるもの

•

薬事法、著作権、その他法律に抵触するもの

•

Amazon.co.jp掲載に不適切と判断したもの
※本の内容によっては、掲載場所が限定されます。
※アダルト商品はアダルトカテゴリーのみ掲載可能です。和書トップページには掲載できません。
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ライトロトの原稿ガイドライン
●ご入稿いただく原稿について：
Amazon.co.jp で商品を紹介する際には、お客様が購入の際に適切な判断ができるよう、文章のトーンを控えめにしています。そのため、原稿執筆にあたっては下
記を厳守いただくようお願いします。
•
•
•

客観的事実に基づく内容を記載してください。
「〇〇のバイブル」「いま買わないと損」といったあおり文句を使用しないでください。びっくりマーク（！）の多用や大げさな表現は抑えてください。
下記は掲載できません
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

プロモーションする本の内容とは直接関係のないもの （同じ著者の本でも、プロモーション対象の作品以外の訴求はできません）
URLやFacebook・Twitterのアカウント
在庫状況、発送可能時期、価格、注文オプションまたは配送方法についての情報
冒涜的、猥褻、また悪意を含む表現
名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損の恐れがあるもの
著作権、薬事法、その他の法律に抵触するもの
機種依存文字や絵文字
Amazon.co.jp の業務妨害となる恐れがあるもの
虚偽、誇大な表現を含んでいるもの
宗教団体への勧誘や布教活動に関わるもの
サイトの健全性を維持するにあたり、Amazon.co.jp が不適切と判断したもの

●表記のガイドライン
•
文章は「だ、である」調にしてください。
•
原稿内には、必ず紹介する本の書名を『』でくくって入れてください。
•
英数字は半角をご利用ください。

お送りいただいた原稿案は、Amazon.co.jp のガイドラインに則って、Amazon.co.jpにて変更されます。
Amazon.co.jpが編集した内容は、事前に著者様に確認・同意いただくことなく、掲載されます。
誠に恐れ入りますが、何卒ご了承くださいませ。
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動画入稿のガイドライン
Amazon.co.jpの掲載基準により、下記にあてはまる動画は、著者プロモーションを掲載できな
い旨ご了承ください。
•

JASRAC管理楽曲を含む動画JARAC管理楽曲が動画に含まれないよう、入稿前に必ず確認してください。万が一JASRAC管理楽曲が含まれていることが判明し
た場合、予告なく掲載を停止します

•

法律、規則、もしくはAmazon.co.jpの規約やポリシーに違反する、または違反を煽る動画

•

薬事法、景表法などの適用法令に抵触する動画

•

食品、サプリメントなどの動画で「これを飲んで痩せました」「体質が改善しました」など認められる表現範囲以上の表現を含む体験談

•

違法な商品、サービス、組織、プロモーションを提供、宣伝する動画

•

他人の著作権、商標権、特許権、企業秘密等の知的所有権を侵害する動画

•

商品の作品映像や音源、テレビ番組やゲームの画像、アーティスト映像や写真など、知的財産権を保有していない動画

•

本人の承諾（未成年の場合は親権者または後見人の承諾）を得ていない顔写真等個人を特定できる画像または動画

•

電話番号、住所、URL、Eメールアドレスなどの個人情報を含む動画

•

誹謗や中傷、名誉を毀損するもの、猥褻な表現や映像、低俗なもの、いやがらせ、威嚇的なもの、有害なもの、公的・私的権利を侵害するもの、虐待的なもの、煽
動的なもの、その他不適切な動画

•

虚偽および誇大な内容を含む動画

•

商品と直接関係のない動画：例え同一シリーズの作品であっても、過去作品の商品詳細に続編タイトルの劇場公開情報の動画を掲載することは不可

•

Amazon.co.jp 以外のWebサイト、キャンペーン、またはその他の勧誘を含む動画

•

在庫状況、価格、代替品の注文または郵送方法についての記述および動画

•

「配信中」「放映中」「アニメ化」「映画化」などの表現を含む箇所がある動画は、特に指定がなければ半年で落ちる設定とします。

•

その他、当サイトがふさわしくないと判断した動画
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著者プロモーション利用規約
以下に定める各条項（以下総称して「本規約」という。）は、お申し込みいただきました著者プロモーション実施に関しての、著者であるお客様（以下「甲」という。）と株式会
社TOMOE（以下「乙」という。）との間における契約条件になります。
第１章 総則
第１条 定義
「著者プロモーションサービス業務」とは、乙が甲に対して、本規約に基づいて、Amazon.co.jpサイト上の「本（和書）カテゴリー」において、甲自身または甲の著作物に関して、甲乙間で合意したプロモー
ションのサービスを提供する業務をいう。
第２条 基本契約性・適用範囲
1. 本規約は、甲乙間の取引に関する基本となる事項を定めるものとする。
2. 本規約は、別段の定めがない限り、甲乙間の取引に関するすべての個別契約（以下「個別契約」という。）に適用するものとする。
3. 本規約の条件と個別契約の条件に齟齬がある場合、個別契約の条件が優先するものとする。
第２章 著者プロモーションサービス
第３条 著者プロモーションサービス業務の委託
甲は、個別契約の定める著者プロモーションサービス業務（以下「本件業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託する。なお、個別契約においては、甲乙間で合意した本件業務の内容、本件業務の実
施期間、対象となる商品（以下「対象商品」という。）、著者及び本件業務に関するサービス料金に関する事項を定めるが、これらの事項に限られない。
第４条 個別契約
甲乙間の個別契約は、甲が乙に対し、乙が別途指定した書面（Amazon著者プロモーション発注・入稿フォーム）（以下「申込書」という。）を提出または申込書の電子メールによる乙への送付によって申込
みをなし、乙が甲に対し当該申込みに基づいた本件業務を開始する旨の意思表示をした書面または電子メールが甲に到達したときをもって有効になるものとする。
第５条 コンテンツの提供
1. 甲は、乙が別途指定する提出期限（以下「提出期限」という。）までに、本件業務の履行に必要なコンテンツ（以下「コンテンツ」という。）を乙または乙が指定した場合は第８条に定義するその再委託先
（以下に定義する）に対して無償で提供するものとする。なお、コンテンツには、掲載する広告文案、対象商品の詳細ページに掲載する動画像、対象商品に関する画像、対象商品に関する説明資料、仕
様、著者の近影等の写真・画像・イメージや著者に関する略歴等の情報、その他の関連資料、適用法令により必要な注意及び免責文言、並びにこれらの情報に関するアップデート及び修正が含まれる
が、これらに限定されるものではない。なお、第８条に定義する再委託先であるAIS及びその関連会社第6条で定める本件業務の再委託先が管理するAmazonベンダーセントラルまたはAmazon著者セント
ラル内に掲載されているコンテンツに関しては、AmazonベンダーセントラルまたはAmazon著者セントラルより転用するものとする。
2. 甲が、提出期限までに、完全な状態でコンテンツを乙または再委託先に対して提出できなかった場合や在庫確保が十分でなかった場合、乙は、本件業務を延期もしくは一部変更して実施することがで
きるものとする。また、本規約成立後に本件業務の対象商品がAmazon.co.jpのウェブサイト掲載基準等に抵触すると判断された場合、乙は本件業務を変更もしくは取消すことができるものとする。
第６条 コンテンツの使用許諾
甲は、乙に対し、第５条基づき甲が乙に提供したコンテンツに関して、次の各行為を行なうための永続的、取消不能、無償かつ地理的制約のない使用許諾ライセンス（以下「ライセンス」という。）を付与す
るものとする。
（1） コンテンツを デジタル電子形式に変換すること。
（2） コンテンツに合理的な編集または調整を加えること。
（3） コンテンツに含まれる全ての商標及び取引名称を使用すること。
（4） 販売促進のために、ウェブサイト（もしくはこれに準ずる電子商取引チャネル）上において、またはこれに関連してコンテンツを使用し、コピーし、表示し、頒布し、またはそれらの二次的著作物を作成
すること。
（5） Amazon.co.jp上 におけるAmazonアソシエイトプログラム等、 本件業務の再委託先が運営するプログラムに関連し、上記(1)乃至(4)各号の権利をサブライセンスすること。
第７条 保証
1. 甲は、乙に対し、次の各号を保証する。
（１） 甲が、本規約を締結し本規約上の義務を履行するために必要な全ての権利、権能及び権限を有していること。
（２） 甲が、コンテンツに関して、その知的財産権もしくは乙及び本件業務の再委託先に対して前条に定めるライセンスを付与する権利を有していること。
（３） コンテンツが、第三者の商標、特許、著作権及び著作者人格権等の知的財産権、商号、営業秘密またはその他の権利を侵害し、または不正に使用するものでないこと。
（４） コンテンツが、適用のある全ての法令を遵守するものであること。
（５） コンテンツの内容が正確かつ完全であり、また、乙及び本件業務の再委託先によるライセンスの実施はいかなる第三者の権利も侵害しないこと。
2. 甲は、コンテンツが前項各号のいずれかの保証に違反するまたは違反する恐れがあることを知得した場合、速やかにその詳細を書面で乙に通知するものとし、乙は、甲からの当該通知受領後遅滞な
くAmazon.co.jp（www.amazon.co.jpというURLで特定されるウェブサイトをいう。以下同じ。）から当該コンテンツの除去をAISまたはその関連会社に要請するものとする。また、乙自らが、甲が前項各号のい
ずれかの保証に違反するまたは違反する恐れがあることを知得した場合、乙は、甲に事前の通知を要することなく、速やかにAmazon.co.jpからの当該コンテンツの除去をAISまたはその関連会社に要請
するものとする。
3. 甲が本条項第１条に定める保証に違反したことに基づき、乙または再委託先が第三者から訴えを提起された場合、乙は遅滞なくその詳細を甲に書面により通知するものとし、甲は自らの費用により
乙及び再委託先を防御するとともに、裁判所の判決を含む当該紛争の解決の結果、乙または再委託先が損害を被った場合、甲はその損害（苦情への対応に要する経費、その他解決に要する弁護士費
用を含む。）を乙及び/または再委託先に賠償するものとする。
4. 乙または再委託先は、いかなる状況のもとでも、甲に生じたいかなる逸失利益またはその他の派生損害、間接損害もしくは特別損害について責任を負わないものとし、甲はこれを免責する。
第８条 再委託
乙は、本件業務の全部または一部を乙の責任において、第三者に再委託することができる（以下「再委託先」という。）。再委託先には、米国デラウェア州法人であるAmazon.com Int’l Sales, Inc.（以下
「AIS」という。）及びその関連会社が含まれるものとする。なお、「関連会社」とは、AISを直接的または間接的に支配するか、これにより支配されるか、あるいはこれと共同の支配下にあるあらゆる事業体
をいう。
第９条 著者プロモーションサービス料金
甲は、乙に対し、本件業務に対する対価として、甲及び乙が個別契約において別途定めるサービス料金（以下「サービス料金という。」）を支払うものとする。なお、サービス料金は、相殺または源泉徴収
を行なうことなく支払われるものとする。

第１０条 支払の方法
1. 乙は、甲に対し、甲乙間で個別契約に定める、サービス料金に関する請求書を送付するものとする。
2. 甲は、乙に対し、前項に定める請求書に記載された金額を、個別契約において別途定める支払期日（以下「支払期日」という。）までに、乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うもの
とする。なお、振り込み手数料は甲の負担とする。
3. 甲が、第９条に定めるサービス料金を支払期日内に乙に対して支払うことを怠った場合、乙は、第３条の定めにかかわらず、当該支払期日の翌日より当該支払が乙に対してなされるまでの間（甲より
乙に対して当該支払がなされた日を含む）、第３条に基づく本件業務を甲に対して提供する義務を負わないものとする。この場合、甲は乙に対して損害賠償請求を行なうことはできない。また、甲は、破産
手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立、或いはこれらの手続き申立が甲に対して行なわれた場合、本規約に基づき、甲は直ちに期限の利益を失い、乙に対する債務の全額を直ちに
乙へ支払うものとする。
第３章 通則
第１１条 機密の保持
1. 甲および乙は、本規約及び個別契約の履行に関連して相手方から提供を受けた相手方並びに本件業務の再委託先及びその関連会社の営業上または技術上の秘密情報（以下「機密情報」という。）
を本規約期間中はもちろん、契約終了後も第三者（本件業務の再委託先及びその関連会社を除く。）へ漏洩しまたは本規約の目的以外に使用してはならないものとする。
2. 前項の規定にも拘らず、次の各号に該当する情報は機密情報に含まれないものとする。
（１） 開示時点で公知のもの、または開示後、機密情報の受領者の責めによらずして公知になったもの。
（２） 開示を行なった時点で機密情報の受領者が既に保有しているもの
（３） 開示を受けた後に、機密情報の受領者が第三者から機密保持義務を負うことなく、正当に取得したもの
（４） 開示の戦後を問わず、機密情報の開示者から提供を受けた情報に関係なく、機密情報の受領者が独自に開発したもの
第１２条 解約
1．乙は、本規約及び個別契約の期間中であっても、いつでも、甲に対する通知により本規約を解約することができる。
2．本規約及び個別契約の解約時に未履行の債務がある場合には、なお当該債務の履行が完了するまで、本規約及び個別契約が適用される。
第１３条 契約の解除
乙は、甲が次の各号いずれかに該当した場合、甲への通知により、直ちに本規約及び個別契約の全部または一部を解除することができるものとする。
（１） 甲が法人の場合、監督官庁より営業の取消し、停止等処分を受けたとき
（２） 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または、自己振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りになったとき
（３） 信用資力の著しい低下があったとき、または、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
（４） 第三者より差押え、その他強制執行もしくは競売申立て、また公租公課の滞納処分を受けたとき
（５） 破産手続開始 、民事再生法手続開始、会社更生法手続開始、特別精算手続開始を自ら申立て、または申し立てられたとき
（６） 甲が法人の場合、解散の決議をしたとき
（７） 災害、労働争議等、本規約または個別契約の履行を困難にする事項が生じたとき
（８） 相手方に対する詐欺、信用毀損その他背信的行為があったとき
第１４条 損害賠償
1.甲または乙は、自己が前条の各号一つにでも該当する事由より、または本規約もしくは個別契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないものとする。但し、一方の
当事者による損害賠償の上限は、第５条（コンテツの提供）、第６条（コンテンツの使用許諾）、第７条（保証）、 第９条（著者プロモーションサービス料金）、第１１条（機密の保持）または第１５条（反社会的
勢力との関係）に関連する損害を除き、請求等の原因たる事実の発生時点において有効な個別契約に基づくサービス料金金額の総額相当額とする。
2.甲及び乙は、本規約終了後も前項に定める賠償義務を免れことはできない。
3.本条第1項の規定に拘らず、乙が乙の事情より、本件業務の 一部または全部を遂行できない場合による補填は、当該本件業務と同等の業務を遂行することに限られるものとする。
第１５条 反社会的勢力との関係
1. 甲および乙は、相手方に対して、次の事項を表明し保証する。
（１） 本規約締結時において、当事者及びその役職員が、反社会的勢力またはその関係者と何ら関係を有しないこと。
（２） 本規約締結時において、当事者及びその役職員が、反社会的勢力またはその関係者と何ら関係を有するに至る行為しないこと。
2.甲または乙につき前項記載の表明保証に反する事実があることが判明したときは、相手方は、書面によりその違反を是正することを当該違反事実のある当事者（以下「違反当事者 」という。）に催告で
きるものとし、催告日から15日経過してもなお違反が是正されない場合には、第16条にかわらず、相手方は本規約を解除することができる。この場合において、 相手方は、違反当事者に対し何らの損害
賠償の責任を負わないものとし、違反当事者は、相手方がこの解除により被った損害を賠償しなければならいものとする。
第１６条 業務遂行
甲は、本件業務がAmazon.co.jp上で行われるものあり、インターネットにおけるサイト運営という特色から、Amazon.co.jp上のインターネットにおける掲載が、下記に定めるような場合等において一時的に
停止したり、 不具合や障害が発生することを了解しており、かかる場合において不具合や障害に起因する業務の遂行の一時停止により甲に損害が生じたとしても、乙またはAIS及びその関連会社は一
切責任を負わず、免責される。
（１） システムメンテナンス、保守点検 、緊急メンテナンス等の必要な措置を実施する場合
（２） 停電、 天災等の不可抗力
（３） 通信回線の事故 、及び各通信事業者、各プロバイダ会社 または各データセンター等における都合による不履行
（４） インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合
（５） その他一時的な中断を必要とした場合
第１７条 権利義務の譲渡禁止
甲及び乙は、本規約及び個別契約に基づく一切の権利及び義務を第三者に譲渡、担保提供し、または承継させてはならないものとする。
第１８条 準拠法 及び 管轄裁判所
本規約及び個別契約は、 日本法に従い解釈され、本規約及び個別契約により生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意所轄裁判所とする。
第１９条 協議解決
本規約及び個別規約に規定されていない事項または本規約の各条項の解釈について疑義が生じた場合、甲及び乙は誠意をもって協議し、その解決に努めるものとする。
第２０条 契約の変更または修正
本規約及び個別契約を変更または修正するときは、甲及び乙の各権限を有する者が記名捺印した書面により行うものとする。
以上
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お問い合わせ先

著者プロモーションの実施・ご発注・原稿について
株式会社ＴＯＭＯＥ Amazon著者プロモーション担当
amazoncoop@tomoe-ad.co.jp

著者ページの開設や掲載内容について
Amazon.co.jp 著者セントラル
http://www.amazon.co.jp/author

著作の登録・書影画像・紹介文について
対象著作発行の出版社にお問い合わせください。
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