
「図書館へのおすすめ本」
専用注文書 2017年版
ご掲載と展示会出展のご案内

図書館流通センター・丸善雄松堂・図書館総合展運営委員会  共同企画

図書館総合展運営委員会

企画・運営： カルチャー・ジャパン　

図書館総合展とは
今年で第 回目を迎える図書館総合展は、図書館関連業界で最大のトレードショーであり、館種を超えた図書

館界全体の交流・情報交換に最適の場であり、また、学習環境・情報流通に関する技術と知見を発表する場で

もあります。昨今、図書館の役割に対して様々な期待が寄せられているのをうけ、広く行政関係、教育関係、

出版をはじめとするメディア・情報関連産業を巻き込むイベントに成長しています。

主催：図書館総合展運営委員会

第19回図書館総合展第19回図書館総合展第19回図書館総合展
公共施設複合化フェア／教育・学術情報オープンサミット2017

図書館とともに進める まち・教育・情報の未来 2017年11月7日（火）    11月9日（木） 
10：00～18：00

パシフィコ横浜  展示ホールD／アネックスホール他
図書館総合展週間：2016年11月5日（日）～11日（土）

展示会

会　場

内外から、大学、公共をはじめ多くの図書館関係者・教育関係者

が来場されます。最近は行政部門からの来場者が急増しています。

割合は少ないようにみえますが、地方自治体の首長・議員・教育

委員会・企画部門等の方々が多く来場されており、公共図書館を

文化政策・まちづくりに活かそうという自治体が増えているトレ

ンドを反映しています。また出版社、メディア、情報関連産業等

の来場者も増えています。

展示会場来場者の内訳

■第 回図書館総合展の開催スケジュール

来場者（第18回実績） 総入場者数 名総入場者数 名 ※フォーラム参加のみの来場者を除く

昨年実施しました「図書館へのおすすめ本」専用注文書2016年版企画には、全国の出版社280社より、人文書、学術書、

叢書・全集から美術書、児童書、絵本にいたるまで多くの書籍をご出展いただきました。これに対し全国の大学・公共・

専門など5,000を超える図書館から多くのご注文をいただいております。好評につき、2017年も企画致します。

図書館総合展公式webサイト　http://www.libraryfair.jp/

〒 東京都新宿区四谷坂町 株式会社カルチャー・ジャパン内　 ： 　 ： 　

【この企画についての問合わせ先】図書館総合展運営委員会

図書館総合展より出版社の皆様へ

2017

3月7日（火）

3月27日（月）

5月27日（土）

6月19日（月）～6月26日（月） 

7月10日（月） 

9月5日（火）

9月23日（土・祝）

11月5日（日）～11日（土）

11月7日（火）～ 9日（木）

第19回図書館総合展出展者募集説明会（千代田区立日比谷図書文化館）

図書館総合展2017フォーラムin福智町（福智町立図書館・歴史資料館「ふくちのち」ほか）

図書館総合展2017フォーラムin武蔵野（成蹊大学・武蔵野プレイスほか）

ALA・米国図書館研修2017（ニューヨーク～シカゴ）

図書館総合展2017フォーラムin熊本（くまもと森都心プラザ）

出展者説明会（パシフィコ横浜 アネックスホール）

図書館総合展2017フォーラムin安城（アンフォーレ図書情報館ほか）

図書館総合展週間

第19回図書館総合展 公共施設複合化フェア／教育・学術情報オープンサミット2017
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受領確認。出展書籍登録フォーム送付

掲載可否確認と確定のご連絡

展示した見本書籍の返却

出展書籍等登録

見本の送付（展示用、 への登録用）

（ブース出展の場合）展示準備

（ブース出展の場合）展示設営

図書館総合展 展示会開催

売上げ報告

※書籍が に登録されていない場合、
　 登録用として 月上旬にお送りいただきます。
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●今回「出版社向けブース」出展者様の特典として「図書館へのおすすめ本」にご掲載いただいた商品の中より特にイチオシの

一点を、来場者へプロモーションしていただく企画を別途設けます。

アイ・ケイコーポレーション／あおぞら音楽社／明石書店／亜紀書房／朝倉書店／あすなろ書房／あるむ／医学出版社／医学書院／郁文堂／医歯薬出版／和泉書院／

市ヶ谷出版社／岩崎書店／岩波書店／印刷学会出版部／海と月社／大阪大学出版会／太田出版／大月書店／御茶の水書房／ガイアブックス／偕成社／海青社／海竜社

／科学出版社東京／化学同人／学窓社／学文社／笠間書院／風間書房／学研プラス／ ／角川文化振興財団／カトリック中央協議会／かもがわ出版／

花乱社／関西大学出版部／関西学院大学出版会／関東学院大学出版会／翰林書房／技術評論社／紀伊國屋書店／九州大学出版会／協同医書出版社／京都大学学術出版

会／教文館／共立出版／図書出版金園社／きんざい／クインテッセンス出版／くもん出版／暮しの手帖社／クレス出版／群羊社／慶應義塾大学出版会／研成社／勁草

書房／源草社／現代書館／現代人文社／小石川書館／光生館／皓星社／恒星社厚生閣／講談社／高文研／弘文堂／コールサック社／国書刊行会／コスモピア／木魂社

／梧桐書院／こぶし書房／小峰書店／彩雲出版／サイエンティスト社／ ／彩流社／さ・え・ら書房／作品社／左右社／三一書房／三五館／三和書籍／ リサー

チ出版／視覚デザイン研究所／自然の会／実教出版／じほう／ジャパンマシニスト社／集英社／重化学工業通信社／樹村房／出版梓会／出版メディアパル／春秋社／

旬報社／小学館／裳華房／少年写真新聞社／晶文社／新建新聞社／新興医学出版社／真興交易医書出版部／新星出版社／新ハイキング社／人文会／人文書院／新聞資

料出版／森話社／随想舎／水道産業新聞社／鈴木出版／駿河台出版社／聖学院大学出版会／製菓実験社／生活思想社／青簡舎／誠信書房／聖徳大学出版会／青土社／

誠文堂新光社／税務経理協会／瀬谷出版／全音楽譜出版社／全国農村教育協会／専修大学出版局／禅文化研究所／専門図書館協議会／創元社／増進堂・受験研究社／

草土出版／早美出版社／創風社出版／第一出版／大学出版部協会／第三書房／第三文明社／大正大学出版会／大日本絵画／ダイヤモンド社／大和出版／玉川大学出版部／

太郎次郎社エディタス／淡交社／筑摩書房／千倉書房／地人書館／中央経済社／中央公論新社／中央公論美術出版／中央出版／中央大学出版部／汐文社／築地書館／

ジャパン／帝国書院／東海大学出版部／東京書籍／東京大学出版会／東京電機大学出版局／童心社／同文舘出版／東方出版／東北大学出版会／東洋館出版社／

東洋経済新報社／トンボ出版／永岡書店／ナカニシヤ出版／名古屋大学出版会／西日本出版社／西村書店／日外アソシエーツ／日貿出版社／日経 社／二宮書店／

日本ヴォーグ社／日本実業出版社／日本写真協会／日本聖書協会／日本地図センター／日本図書館協会／日本ビジネス開発／日本標準／日本評論社／日本郵趣協会／

日本郵趣出版／日本緑化センター／人間と歴史社／燃焼社／パイインターナショナル／博雅堂出版／白水社／白澤社／白桃書房／ハモニカブックス／原書房／ピー

オーピー／ビイング・ネット・プレス／東本願寺出版／ひかりのくに／日之出出版／弘前大学出版会／広島大学出版会／フォレスト出版／福音館書店／冨山房／フジ

メディカル出版／復刊ドットコム／芙蓉書房出版／フレーベル館／プレスポート／文一総合出版／文溪堂／文研出版／図書出版文眞堂／文屋／紅書房／ベレ出版／

勉誠出版／保育社／ボイジャー／法学書院／法経書出版協会／方丈堂出版／法政大学出版局／法律文化社／北隆館／星の環会／北海道大学出版会／ポプラ社／本の

泉社／ほんの森出版／マール社／毎日ワンズ／丸善出版／丸善雄松堂／澪標／みくに出版／みすず書房／光村推古書院／ミネルヴァ書房／宮帯出版社／未來社／三輪

書店／民事法研究会／武蔵野大学出版会／武蔵野美術大学出版局／明星大学出版部／明徳出版社／メディア・リサーチ・センター／メディカ出版／メディカルパブリッ

シャー／めるくまーる／森山書店／八坂書房／山川出版社／山梨ふるさと文庫／悠光堂／遊星社／有斐閣／ユニウス／ゆまに書房／吉川弘文館／雷鳥社／ラピュータ

／らんか社／六耀社／理工図書／リットーミュージック／流通経済大学出版会／臨川書店／麗澤大学出版会／玲風書房／歴史春秋出版／朗文堂／露蘭堂／ワールドプ

ランニング

●「図書館へのおすすめ本」への出展者 　 社（昨年実績〈前年比 社増〉・ 音順）

図書館総合展と株式会社図書館流通センター、丸善雄松堂株式会社の共同企画で、出版社様から募っ

た「図書館へのおすすめ本」を専用注文書に掲載し、全国の公共図書館（約3,200館）、大学・専門図

書館（約2,000館）の選書担当者に直接送付するものです。選書担当者が日常の選書に使用している

形式を用いているため、受注に直結します。

出展書籍は、第19回図書館総合展（11月7日～9日）の会場にて見本を展示します。

（金額はすべて消費税別）

「図書館へのおすすめ本」専用注文書掲載

●広告掲載原稿
原寸製版ポジフィルム（カラーの場

合はフィルム 版）または版下デー

タ（ 、文字アウトライ

ン化）で入稿していただきます。

●広告（カラー）の種類と料金

※カッコ内は、専用注文書へ書籍を出展せず、広告のみの

場合。

1点  ¥15,000

●出展書籍は、原則として本体価格1,400円以上のものとしてください。
●専用注文書掲載に適した商品は、たとえば以下のようなものです。
 ・図鑑、美術書、資料集、レファレンス書は、図書館の重点購入書籍です。

 ・シリーズ本、全集は、図書館の重点購入書籍です。

 ・本企画の過去の実績では、個人が買いにくい比較的高額な書籍が好成績をあげています。

 ・本企画の過去の実績では、上記のような書籍は“新刊書”でなくとも、発行より1年以上経った“既刊書”でも、好成績をあげています。

●専用注文書に掲載できる書籍には、以下の制限があります。
 ・図書館が購入する書籍を対象とするため、以下の書籍はお取り扱いできません。

学習参考書／資格試験問題集／ポルノグラフィ／書込み式等の個人使用を目的とする図書／雑誌、ムック

 ・自費出版商品、共同出版商品の出展はご遠慮ください。

 ・DVDなどの付録付きの書籍につきましては、お取り扱いできない場合があります。

 ・取次店・書店を通さず、直接販売のみで流通されている書籍につきましては、お取り扱いできない場合があります。

〈出展書籍〉

●出展料は1点 ¥15,000
●お申込みの締切は7月31日（月）です。
注文書掲載の書籍は、受発注管理上、2017年8月下旬迄に刊行されている書籍とさせていただきます。お

申込みの時点で刊行されていな商品でも構いません。2017年9月以降に刊行される書籍で総合展会期（11

月7日～9日）に展示できる書籍であれば、総合展会場での展示は可能です。その場合は「図書館へのおす

すめ本」専用注文書への掲載はありません（「展示のみ書籍」は1点￥ 5,000）。展示書籍の送付日程等は後日、運営委員会よりご連絡させ

ていただきます。
※送料は出版社様にご負担をいただきます。　※展示書籍につきましては、返却の要、不要をお選びいただきます。

※既刊書の「展示のみ書籍」をご希望の方は、運営委員会まで、ご相談ください。

●全集等のセット商品につきまして、以下の割引価格を設定しております。

●20点以上を出展される場合には、お得なプラン（右頁）を用意しております。

〈お申込み〉
）システムパネルブース： ㎡ ／間口 ×奥行 ×高さ

）什器類：展示棚 段、展示台 台、社名板、カーペット、スポッ

トライト、テーブル、椅子 脚（ 次側電気工事、 使用料金含）

）ブース内展示可能冊数の目安： 判で 点以上可能

）公式ウェブサイト、公式アプリでの情報掲載

）出展特典として「図書館へのおすすめ本」専用注文書に 点の書

籍を無料掲載します。
※ 点を超える掲載は１点 円。

※ブース内では、「図書館へのおすすめ本」出展書籍以外の図書・サービスも

していただけます。
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◆出展プラン

）システムパネルブース： ㎡ ／間口 ×奥行 ×高さ

）什器類：展示棚 段、展示台 台、社名板、カーペット、スポッ

トライト、テーブル、椅子 脚（ 次側電気工事、 使用料金含）

）ブース内展示可能冊数の目安： 判で 点以上可能

）公式ウェブサイト、公式アプリでの情報掲載

）出展特典として「図書館へのおすすめ本」専用注文書に 点の書

籍を無料掲載します。
※ 点を超える掲載は１点 円。

※ブース内では、「図書館へのおすすめ本」出展書籍以外の図書・サービスも

していただけます。

◆出展プラン

■プランBの展示イメージ■プランAの展示イメージ
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出版社向け特別ブースの出展（特典付き） ～

2-4 点

5-6 点

¥30,000

¥45,000

7-8 点

9-10 点

¥60,000

¥75,000
※11点以上のセットにつきましてはご相談ください。
※選書、新書等のシリーズ、レーベルはセット商品には概当しません。

●体裁

　A4判・全4c（2016年版・340p）。『週刊新刊全点案内』（図書館流通センター発行）に準じたレイアウト、形式となります。

●専用注文書に記載される書誌情報は、図書館で広く利用されているTRC MARC/Tタイプを使用します。
　分類はNDC（日本十進分類法）に、件名はBSH（基本件名標目表）及びNDLSH（国立国会図書館件名表目表）に、ジャンル名・内容紹介・

関連情報はTRC MARCに従います。専用注文書での各書籍の掲載順につきましてもこれに従うものとします。

●専用注文書の販売促進期間は2017年10月から2018年3月末までの6カ月間です。
●専用注文書に掲載する書籍につきましては、在庫をご用意ください。
　専用注文書が全国送付される10月より翌2018年3月末まで、図書館からの注文が入ります。これに備えて、図書館流通センターでも一

定部数の在庫を行う予定です。期間終了後に残部が出た場合には返品となりますので、あらかじめご了承願います。
※詳細はお申込み後、別途お知らせします。

〈専用注文書〉

●会場展示用の書籍を会期前に各1冊お送りいただきます。
専用注文書掲載書籍を会場展示します。送付日程等の詳細は後日、運営委員会よりご連絡させていただきます。

※送料は出版社様にご負担いただきます。　※書籍等につきましては、返却の要、不要をお選びいただきます。

〈会場展示〉

展示会場では、「図書館へのおすすめ本」出展書籍とともにパンフレット、「展示のみの書籍」等も展示します。

パンフレットの展示会場展示 1点  ¥5,000

●事前にご送付いただきます。
チラシ、パンフレットなどは、各品500部程度をご用意ください。A4サイズを基本とします。チラシ等が何種かある場合はあわせ

て袋に入れるなどして１セット（１点）としていただけます。A4サイズを超えるものはご相談ください。

表

表

表

（ ）

（ ）

（ ）

後付

後付

（ ）

（ ）

展示物を持ち込むだけのお得な内装付き出展プランです（内装等を別途、業者に依頼していただいても構いません）。出展される

方には特典として、左ページにある「図書館へのおすすめ本」専用注文書へ 点ないし 点の書籍を無料掲載します。



●今回「出版社向けブース」出展者様の特典として「図書館へのおすすめ本」にご掲載いただいた商品の中より特にイチオシの

一点を、来場者へプロモーションしていただく企画を別途設けます。

アイ・ケイコーポレーション／あおぞら音楽社／明石書店／亜紀書房／朝倉書店／あすなろ書房／あるむ／医学出版社／医学書院／郁文堂／医歯薬出版／和泉書院／

市ヶ谷出版社／岩崎書店／岩波書店／印刷学会出版部／海と月社／大阪大学出版会／太田出版／大月書店／御茶の水書房／ガイアブックス／偕成社／海青社／海竜社

／科学出版社東京／化学同人／学窓社／学文社／笠間書院／風間書房／学研プラス／KADOKAWA／角川文化振興財団／カトリック中央協議会／かもがわ出版／

花乱社／関西大学出版部／関西学院大学出版会／関東学院大学出版会／翰林書房／技術評論社／紀伊國屋書店／九州大学出版会／協同医書出版社／京都大学学術出版

会／教文館／共立出版／図書出版金園社／きんざい／クインテッセンス出版／くもん出版／暮しの手帖社／クレス出版／群羊社／慶應義塾大学出版会／研成社／勁草

書房／源草社／現代書館／現代人文社／小石川書館／光生館／皓星社／恒星社厚生閣／講談社／高文研／弘文堂／コールサック社／国書刊行会／コスモピア／木魂社

／梧桐書院／こぶし書房／小峰書店／彩雲出版／サイエンティスト社／SCICUS／彩流社／さ・え・ら書房／作品社／左右社／三一書房／三五館／三和書籍／Jリサー

チ出版／視覚デザイン研究所／自然の会／実教出版／じほう／ジャパンマシニスト社／集英社／重化学工業通信社／樹村房／出版梓会／出版メディアパル／春秋社／

旬報社／小学館／裳華房／少年写真新聞社／晶文社／新建新聞社／新興医学出版社／真興交易医書出版部／新星出版社／新ハイキング社／人文会／人文書院／新聞資

料出版／森話社／随想舎／水道産業新聞社／鈴木出版／駿河台出版社／聖学院大学出版会／製菓実験社／生活思想社／青簡舎／誠信書房／聖徳大学出版会／青土社／

誠文堂新光社／税務経理協会／瀬谷出版／全音楽譜出版社／全国農村教育協会／専修大学出版局／禅文化研究所／専門図書館協議会／創元社／増進堂・受験研究社／

草土出版／早美出版社／創風社出版／第一出版／大学出版部協会／第三書房／第三文明社／大正大学出版会／大日本絵画／ダイヤモンド社／大和出版／玉川大学出版部／

太郎次郎社エディタス／淡交社／筑摩書房／千倉書房／地人書館／中央経済社／中央公論新社／中央公論美術出版／中央出版／中央大学出版部／汐文社／築地書館／

DBジャパン／帝国書院／東海大学出版部／東京書籍／東京大学出版会／東京電機大学出版局／童心社／同文舘出版／東方出版／東北大学出版会／東洋館出版社／

東洋経済新報社／トンボ出版／永岡書店／ナカニシヤ出版／名古屋大学出版会／西日本出版社／西村書店／日外アソシエーツ／日貿出版社／日経BP社／二宮書店／

日本ヴォーグ社／日本実業出版社／日本写真協会／日本聖書協会／日本地図センター／日本図書館協会／日本ビジネス開発／日本標準／日本評論社／日本郵趣協会／

日本郵趣出版／日本緑化センター／人間と歴史社／燃焼社／パイインターナショナル／博雅堂出版／白水社／白澤社／白桃書房／ハモニカブックス／原書房／ピー

オーピー／ビイング・ネット・プレス／東本願寺出版／ひかりのくに／日之出出版／弘前大学出版会／広島大学出版会／フォレスト出版／福音館書店／冨山房／フジ

メディカル出版／復刊ドットコム／芙蓉書房出版／フレーベル館／プレスポート／文一総合出版／文溪堂／文研出版／図書出版文眞堂／文屋／紅書房／ベレ出版／

勉誠出版／保育社／ボイジャー／法学書院／法経書出版協会／方丈堂出版／法政大学出版局／法律文化社／北隆館／星の環会／北海道大学出版会／ポプラ社／本の

泉社／ほんの森出版／マール社／毎日ワンズ／丸善出版／丸善雄松堂／澪標／みくに出版／みすず書房／光村推古書院／ミネルヴァ書房／宮帯出版社／未來社／三輪

書店／民事法研究会／武蔵野大学出版会／武蔵野美術大学出版局／明星大学出版部／明徳出版社／メディア・リサーチ・センター／メディカ出版／メディカルパブリッ

シャー／めるくまーる／森山書店／八坂書房／山川出版社／山梨ふるさと文庫／悠光堂／遊星社／有斐閣／ユニウス／ゆまに書房／吉川弘文館／雷鳥社／ラピュータ

／らんか社／六耀社／理工図書／リットーミュージック／流通経済大学出版会／臨川書店／麗澤大学出版会／玲風書房／歴史春秋出版／朗文堂／露蘭堂／ワールドプ

ランニング

●「図書館へのおすすめ本」への出展者 　280社（昨年実績〈前年比3社増〉・50音順）

図書館総合展と株式会社図書館流通センター、丸善雄松堂株式会社の共同企画で、出版社様から募っ

た「図書館へのおすすめ本」を専用注文書に掲載し、全国の公共図書館（約 館）、大学・専門図

書館（約 館）の選書担当者に直接送付するものです。選書担当者が日常の選書に使用している

形式を用いているため、受注に直結します。

出展書籍は、第 回図書館総合展（ 月 日～ 日）の会場にて見本を展示します。

（金額はすべて消費税別）

「図書館へのおすすめ本」専用注文書掲載

●広告掲載原稿
原寸製版ポジフィルム（カラーの場

合はフィルム4 版）または版下デー

タ（illustrator V8、文字アウトライ

ン化）で入稿していただきます。

●広告（カラー）の種類と料金

※カッコ内は、専用注文書へ書籍を出展せず、広告のみの

場合。

点

●出展書籍は、原則として本体価格 円以上のものとしてください。

●専用注文書掲載に適した商品は、たとえば以下のようなものです。
・図鑑、美術書、資料集、レファレンス書は、図書館の重点購入書籍です。

・シリーズ本、全集は、図書館の重点購入書籍です。

・本企画の過去の実績では、個人が買いにくい比較的高額な書籍が好成績をあげています。

・本企画の過去の実績では、上記のような書籍は“新刊書”でなくとも、発行より 年以上経った“既刊書”でも、好成績をあげています。

●専用注文書に掲載できる書籍には、以下の制限があります。
・図書館が購入する書籍を対象とするため、以下の書籍はお取り扱いできません。

学習参考書／資格試験問題集／ポルノグラフィ／書込み式等の個人使用を目的とする図書／雑誌、ムック

・自費出版商品、共同出版商品の出展はご遠慮ください。

・ などの付録付きの書籍につきましては、お取り扱いできない場合があります。

・取次店・書店を通さず、直接販売のみで流通されている書籍につきましては、お取り扱いできない場合があります。

〈出展書籍〉

●出展料は 点

●お申込みの締切は 月 日（月）です。
注文書掲載の書籍は、受発注管理上、 年 月下旬迄に刊行されている書籍とさせていただきます。お

申込みの時点で刊行されていな商品でも構いません。 年 月以降に刊行される書籍で総合展会期（

月 日～ 日）に展示できる書籍であれば、総合展会場での展示は可能です。その場合は「図書館へのおす

すめ本」専用注文書への掲載はありません（「展示のみ書籍」は 点￥ ）。展示書籍の送付日程等は後日、運営委員会よりご連絡させ

ていただきます。
※送料は出版社様にご負担をいただきます。　※展示書籍につきましては、返却の要、不要をお選びいただきます。

※既刊書の「展示のみ書籍」をご希望の方は、運営委員会まで、ご相談ください。

●全集等のセット商品につきまして、以下の割引価格を設定しております。

● 点以上を出展される場合には、お得なプラン（右頁）を用意しております。

〈お申込み〉
1）システムパネルブース：8㎡ ／間口4m×奥行2m×高さ2.7m

2）什器類：展示棚3段、展示台2台、社名板、カーペット、スポッ

トライト、テーブル、椅子2脚（1次側電気工事、1kW使用料金含）

3） ブース内展示可能冊数の目安：A4判で60点以上可能

4）公式ウェブサイト、公式アプリでの情報掲載

5）出展特典として「図書館へのおすすめ本」専用注文書に30点の書

籍を無料掲載します。
※30点を超える掲載は１点15,000円。

※ブース内では、「図書館へのおすすめ本」出展書籍以外の図書・サービスもPR

していただけます。
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◆出展プランA

 

1）システムパネルブース：4㎡ ／間口2m×奥行2m×高さ2.7m

2）什器類：展示棚3段、展示台1台、社名板、カーペット、スポッ

トライト、テーブル、椅子2脚 （1次側電気工事、1kW使用料金含）

3）ブース内展示可能冊数の目安：A4判で30点以上可能

4）公式ウェブサイト、公式アプリでの情報掲載

5）出展特典として「図書館へのおすすめ本」専用注文書に20点の書

籍を無料掲載します。
※20点を超える掲載は１点15,000円。

※ブース内では、「図書館へのおすすめ本」出展書籍以外の図書・サービスもPR

していただけます。

◆出展プランB  

■プランBの展示イメージ■プランAの展示イメージ
1980
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専用注文書への広告掲載 1/2ページ ¥75,000／1ページ ¥100,000

出版社向け特別ブースの出展（特典付き） ¥300,000～

¥450,000 ¥300,000

点

点

点

点
※ 点以上のセットにつきましてはご相談ください。

※選書、新書等のシリーズ、レーベルはセット商品には概当しません。

●体裁

　 判・全 （ 年版・ ）。『週刊新刊全点案内』（図書館流通センター発行）に準じたレイアウト、形式となります。

●専用注文書に記載される書誌情報は、図書館で広く利用されている タイプを使用します。
　分類は （日本十進分類法）に、件名は （基本件名標目表）及び （国立国会図書館件名表目表）に、ジャンル名・内容紹介・

関連情報は に従います。専用注文書での各書籍の掲載順につきましてもこれに従うものとします。

●専用注文書の販売促進期間は 年 月から 年 月末までの カ月間です。

●専用注文書に掲載する書籍につきましては、在庫をご用意ください。
　専用注文書が全国送付される 月より翌 年 月末まで、図書館からの注文が入ります。これに備えて、図書館流通センターでも一

定部数の在庫を行う予定です。期間終了後に残部が出た場合には返品となりますので、あらかじめご了承願います。
※詳細はお申込み後、別途お知らせします。

〈専用注文書〉

●会場展示用の書籍を会期前に各 冊お送りいただきます。
専用注文書掲載書籍を会場展示します。送付日程等の詳細は後日、運営委員会よりご連絡させていただきます。

※送料は出版社様にご負担いただきます。　※書籍等につきましては、返却の要、不要をお選びいただきます。

〈会場展示〉

展示会場では、「図書館へのおすすめ本」出展書籍とともにパンフレット、「展示のみの書籍」等も展示します。

パンフレットの展示会場展示 点

●事前にご送付いただきます。
チラシ、パンフレットなどは、各品 部程度をご用意ください。 サイズを基本とします。チラシ等が何種かある場合はあわせ

て袋に入れるなどして１セット（１点）としていただけます。 サイズを超えるものはご相談ください。

表4

表3

表2

¥300,000（¥500,000）

¥200,000（¥300,000）

¥300,000（¥400,000）

後付

後付1/2

¥100,000（¥200,000）

¥75,000（¥150,000）

展示物を持ち込むだけのお得な内装付き出展プランです（内装等を別途、業者に依頼していただいても構いません）。出展される

方には特典として、左ページにある「図書館へのおすすめ本」専用注文書へ20点ないし30点の書籍を無料掲載します。



「図書館へのおすすめ本」
専用注文書 年版
ご掲載と展示会出展のご案内

図書館流通センター・丸善雄松堂・図書館総合展運営委員会  共同企画

図書館総合展運営委員会

企画・運営： カルチャー・ジャパン　

図書館総合展とは
今年で第19回目を迎える図書館総合展は、図書館関連業界で最大のトレードショーであり、館種を超えた図書

館界全体の交流・情報交換に最適の場であり、また、学習環境・情報流通に関する技術と知見を発表する場で

もあります。昨今、図書館の役割に対して様々な期待が寄せられているのをうけ、広く行政関係、教育関係、

出版をはじめとするメディア・情報関連産業を巻き込むイベントに成長しています。

主催：図書館総合展運営委員会

第19回図書館総合展第19回図書館総合展第19回図書館総合展
公共施設複合化フェア／教育・学術情報オープンサミット2017

図書館とともに進める まち・教育・情報の未来 2017年11月7日（火）    11月9日（木） 
10：00～18：00

パシフィコ横浜  展示ホールD／アネックスホール他
図書館総合展週間： 年 月 日（日）～ 日（土）

展示会

会　場

内外から、大学、公共をはじめ多くの図書館関係者・教育関係者

が来場されます。最近は行政部門からの来場者が急増しています。

割合は少ないようにみえますが、地方自治体の首長・議員・教育

委員会・企画部門等の方々が多く来場されており、公共図書館を

文化政策・まちづくりに活かそうという自治体が増えているトレ

ンドを反映しています。また出版社、メディア、情報関連産業等

の来場者も増えています。

展示会場来場者の内訳

■第19回図書館総合展の開催スケジュール

来場者（第18回実績） 総入場者数 31,355名総入場者数 31,355名 ※フォーラム参加のみの来場者を除く

昨年実施しました「図書館へのおすすめ本」専用注文書 年版企画には、全国の出版社 社より、人文書、学術書、

叢書・全集から美術書、児童書、絵本にいたるまで多くの書籍をご出展いただきました。これに対し全国の大学・公共・

専門など を超える図書館から多くのご注文をいただいております。好評につき、 年も企画致します。

図書館総合展公式webサイト　

〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町10-10 株式会社カルチャー・ジャパン内　TEL：03-3357-1462　FAX：03-3357-2814　LF@j-c-c.co.jp

【この企画についての問合わせ先】図書館総合展運営委員会

図書館総合展より出版社の皆様へ

3月7日（火）

3月27日（月）

5月27日（土）

6月19日（月）～6月26日（月） 

7月10日（月） 

9月5日（火）

9月23日（土・祝）

11月5日（日）～11日（土）

11月7日（火）～ 9日（木）

第19回図書館総合展出展者募集説明会（千代田区立日比谷図書文化館）

図書館総合展2017フォーラムin福智町（福智町立図書館・歴史資料館「ふくちのち」ほか）

図書館総合展2017フォーラムin武蔵野（成蹊大学・武蔵野プレイスほか）

ALA・米国図書館研修2017（ニューヨーク～シカゴ）

図書館総合展2017フォーラムin熊本（くまもと森都心プラザ）

出展者説明会（パシフィコ横浜 アネックスホール）

図書館総合展2017フォーラムin安城（アンフォーレ図書情報館ほか）

図書館総合展週間

第19回図書館総合展 公共施設複合化フェア／教育・学術情報オープンサミット2017

26.8%

21.2%

11.9％
大学・短大・高専
関係者

公共図書館関係者

機関・企業図書館関係者行政関係者 6.5％

出版関係者
10.2％

小・中・高校関係者
3.1％

学生 6.2％

博物館・美術館・
公文書館 1.2％

一般企業・個人

12.9%

事
務
局

申込み（fax、mail）

受領確認。出展書籍登録フォーム送付

掲載可否確認と確定のご連絡

展示した見本書籍の返却 

出展書籍等登録

見本の送付（展示用、TRCへの登録用） 

（ブース出展の場合）展示準備

（ブース出展の場合）展示設営

図書館総合展 展示会開催

売上げ報告

※書籍が TRC MARCに登録されていない場合、
　TRC登録用として 9月上旬にお送りいただきます。
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～7/31

～8/20

～10/10

～9/中旬

～11/5

～11/6

11/7～11/9

申込受付後

11/中旬～

「図書館へのおすすめ本」企画、ご出展の流れ

出
展
社


