
2022年度「本の日」
キャンペーン企画説明会

「本の日」実行委員会



「本の日」実行委員会の設立趣旨
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11月1日の「本の日」の認定を受け、

その日を中心に、全国の書店へ足を運んでいただき、

各書店の魅力を発信し優良な顧客基盤を築き上げ、

書店ごとのコミュニティを作っていただく契機となるよう、

書店の現状や存在意義の周知を図るため、

『「本の日」実行委員会』を設立する。

1. 「本の日」実行委員会は、全国の書店・書店会で構成し、一部の書店・

書店会に限定せず、設立後も幅広く参加を呼びかける。

2. キャンペーンスローガンは『11月1日は「本の日」』、『「本の日」は本屋の

日』、『11月1日は本屋へ行こう！』

3. ブックフェアやイベント他､書店の来客・販売促進に寄与し、「本の日」の

趣旨に賛同した各種キャンペーンが全国の書店で展開されるよう、普及

活動に努める。

4. 出版社様、販売会社様、関係団体様にも広く働きかけ、出版業界を

挙げた恒例行事として認知され、定着することを目指す。

2022年キャンペーン事業展開期間 2022年10月1日～11月30日



「本の日」～昨年の実施内容
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■昨年実施内容

１.図書カードプレゼントキャンペーン（協賛:日本図書普及）

新たに日書連と共同で「読書週間×本の日 秋の読者還元祭

2021」を展開。店頭掲示ポスターのQRコードを読み取って

申し込むと図書カードNEXTネットギフトが当たる。

２.ブックカバー大賞

デザインを一般公募し、大賞作1点で文庫用カバーを作成。

11月1日の「本の日」当日から全国の参加書店で配布した。

３. 「本の日」イベント助成金獲得企画

「本の日」キャンペーンの認知度UPを目的とした書店独自

企画を助成。コロナ禍を考慮して､オンライン開催イベントも

対象とした。

■昨年の方針

１.アフターコロナを見据えたキャンペーン展開
従来の図書カードプレゼントキャンペーンを日書連との協賛企画「読書

週間×本の日 秋の読者還元祭2021」にリニューアルし､更なる充実を

図るとともに、書店イベントへの助成金、ブックカバー大賞などの企画を

復活させる。

リモート開催やデジタルの活用など、コロナ禍の先を見据えた積極的な

キャンペーン活動を展開する。

２.関係団体後援による業界を挙げた周知活動



4

読書週間×本の日 秋の読者還元祭2021

内容：10月27日(水)～11月11日(木)の期間中､ご来店のお客様を

対象としたプレゼントキャンペーンを実施

対象：全国書店（図書カード取扱店）

ポスター(日本図書普及株式会社のご協力により､全国

書店に送付)を店頭掲出、応募しおりを店頭で配布

応募：ポスター、しおり記載の二次元バーコードを

読み取り

賞品：｢図書カードNEXT ネットギフト｣

（抽選で1,000円分×5,000名）

応募総数：67,313名（前年33,214名、前年比202.7％）

※日本雑誌協会を通じて、出版社26社86誌より広告ページを

提供いただきました。
応募ポスター



5

出 版 社 名 雑 誌 名 出 版 社 名 雑 誌 名

 朝日新聞出版  週刊朝日 11月5日号  光文社  Ｍａｒｔ 12月号

 岩波書店  図書 10月号  ＳＴＯＲＹ 12月号

 旺文社  螢雪時代 11月号  女性自身 11月16日号

 宙出版  Young Love Comic aya 11月号  集英社  ウルトラジャンプ 11月号

 ハニィロマンス 11月号増刊  マーガレット 22号

 恋愛白書パステル 12月号  グランドジャンプ 22号

 学研プラス  ナンパラSpecial 11･12月号  Ｖジャンプ 12月号

 超特大版漢字ナンクロ 12･1月号  オフィスユー 12月号

 漢字一番 12･1月号  ヤングジャンプ 48号

 KADOKAWA  コミックアライブ 12月号  ココハナ 12月号

 電撃だいおうじ 12月号  週刊少年ジャンプ 48号

 電撃大王 12月号  りぼん 12月号

 電撃マオウ 12月号  ジャンプSQ  12月号

 ヤングエース 12月号  主婦の友社  ゆうゆう  12月号

 講談社  週刊少年マガジン 11月10日号  小学館  ＣａｎＣａｍ 11月号

 ｗｉｔｈ 12月号  ビッグコミックスペリオール 10月8日号

 週刊現代 11月6日号  サライ 11月号

 交通新聞社  旅の手帖 11月号  プチコミック 11月号

 ＪＲ時刻表 11月号  週刊ビッグコミックスピリッツ 46号

 散歩の達人 11月号  ゲッサン 11月号

 光文社  ＣＬＡＳＳＹ 12月号  少年サンデー 10月27号

　　　　  　 　　 「本の日」図書カードプレゼント企画 PR広告掲載誌一覧
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出 版 社 名 雑 誌 名 出 版 社 名 雑 誌 名

 小学館  ベツコミ 11月号  竹書房  まんがライフ 12月号

 ＤＩＭＥ 12月号  近代麻雀 12月号

 サンデーＧＸ 11月号  筑摩書房  ちくま 11月号

 コロコロイチバン！ 12月号  東洋経済新報社  週刊東洋経済 10月30日号

 Ｃｈｅｅｓｅ! 11月号  白泉社  月刊ＭＯＥ 11月号

 週刊ポスト 11月5日号  ＬａＬａ ＤＸ 11月号

 月刊！スピリッツ 12月号  花とゆめ 22号

 ｆｌｏｗｅｒｓ 12月号  ヤングアニマル 21号

 女性セブン 11月11、18日号  ＬａＬａ 12月号

 新潮社  週刊新潮 11月11日号  メロディ 12月号

 晋遊舎  ＭＯＮＯＱＬＯ 12月号  Ｋｏｄｏｍｏｅ 12月号

 ＬＤＫ ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｙ 12月号  扶桑社  ＥＳＳＥ 11月号

 ＬＤＫ ｔｈｅ Ｂｅａｕｔｙ ｍｉｎｉ  ＳＰＡ！ 11月2日号

 ＬＤＫ 12月号  双葉社  月刊アクション 12月号

 家電批評 12月号  週刊大衆 11月8日号

 世界文化社  Ｂｅｇｉｎ 12月号  小説推理 12月号

 ナンプレファン 12月号  漫画アクション 11月16日号

 ダイヤモンド社  DIAMONDﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾚﾋﾞｭｰ　11月号  ＪＯＵＲ 12月号

 ダイヤモンド・ＺＡｉ 12月号  文藝春秋  週刊文春 11月4日号

 ＴＶ ｓｔａｔｉｏｎ関東版 22号  マガジンハウス  ａｎａｎ 2273号

 週刊ダイヤモンド 11月6日号  リイド社  コミック乱 12月号

 竹書房  本当にあった愉快な話 芸能ズキュン! 11月号  ワン・パブリッシング  ＧｅｔＮａｖｉ 11月号



7

「本の日」ブックカバー大賞

内容：｢本の日｣にあわせてブックカバーデザインを一般公募。

大賞作品は文庫用ブックカバーにして、11月1日より

全国の参加書店で配布

募集テーマは「本の日にふさわしいブックカバー」

ブックカバーデザイン応募期間：8月1日～9月20日

応募総数：516作品

大賞発表：2021年10月27日（水）

選考方法：参加書店からの投票＋審査委員選考

書店参加申込：2021年７月1日～29日まで

参加書店数：171店舗

※出版社8社21誌より自社広告でのPRに協力

いただきました。
2021年度ブックカバー大賞 『本のまち』



8

2021年度「本の日」 ブックカバー大賞 デザイン募集広告掲載誌一覧
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「本の日」イベント助成金獲得企画

内容：「本の日」キャンペーン期間中の来店促進、

キャンペーン認知度UPを目的としたイベントを助成。

オンラインを活用したイベントも対象とした。

イベント対象期間：2021年10月1日(金)～11月30日(火)

助成金額上限：１店舗 50,000 円

受付期間：2021年8月2日(月)～9月30日(木)

助成方法：12月12日(日)までに事後報告書、イベント報告書を

提出。確認後に助成金を振込み。

※厳正な審査の結果、31イベントに総額 1,471,268円 を助成しました。



10

No.  書　　店　　名  イ　ベ　ン　ト　名  作 家 名

1  青森・成田書店 サンロード店  田澤拓也講演会&サイン会  田澤 拓也

2  神奈川・平井書店  小田原まちなか本箱 vol.3

 かぶらぎみなこさんサイン会～府中イラストマップの

            展示とプレミアムプレゼントつき書籍販売会～

4  東京・BOOKS隆文堂  あなただけのおはなし会  きかせやけいたろう

5  宮崎・田中書店 川東店  プペルバス宮崎 in 都城

6  山梨・朗月堂書店  髭男爵 山田ルイ53世さん 1日店長＆サイン会  山田ルイ53世

7  ブックエース各店  11月1日「本の日」記念！ 高校生×作家 オンライン交流会  波木  銅

「倒産続きの彼女」＆11月1日「本の日」記念！

　　            新川帆立　先生オンライントークイベント

9  東京・大盛堂書店  あさのますみさん１日店長＆朗読会＆サイン会  浅野 真澄

10  東京・八重洲ブックセンター本店 「マンガ会計の世界史」 刊行記念オンラインイベント  田中 靖浩

 京都・大垣書店

        イオンモールＫＹＯＴＯ店

 京都・大垣書店

          イオンモール京都桂川店

 京都サンガF.C.ブランドアンバサダー

                 　　　　　　　　あんちゃんの１日店長 
15  安藤  淳 京都・大垣書店 亀岡店

14  京都・大垣書店 烏丸三条店  梅林 秀行 梅林秀行崖長１日店長

13  望月 麻衣

12  増山　実ほか 増山実先生１日店長ｗｉｔｈ楽しい仲間たち

 望月麻衣先生１日店長

11  岐阜・ひらく本屋 東文堂本店  華 鼓 イラストレーター舞鼓の１日店長＆原画展示販売

3  東京・府中書房  かぶらぎ みなこ

 ブックエース各店  新川 帆立8

2021年度「本の日」 イベント助成金企画 対象イベント一覧
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No.  書　　店　　名  イ　ベ　ン　ト　名  作 家 名

18  愛知・豊川堂本店 「豊橋絶滅動物園」パネル展  佐々木 シュウジ

 佐野  妙

 藤城  圭

 代島治彦氏×水戸喜世子氏によるリアル&リモートイベント  代島 治彦

『きみが 死んだ あとで』をどう読むか？  水戸 喜世子

21  愛知・シビコ正文館書店  オカザえもん１日店長  オカザえもん

22  京都・ふたば書房 紫野店  望月麻衣先生と行く船岡山さんぽ  望月 麻衣

24  京都・ふたば書房 つかしん店 『絵本でＳＤＧｓ』講演会  朝日 仁美

 藤本 圭哉

 田口 京子

27  兵庫・ＦＵＴＡＢＡ+ プリコ垂水店  高嶋哲夫先生トーク＆サイン会  高嶋 哲夫

28  京都・絵本カフェＭｅｂａｅ 『満月珈琲夜話』望月麻衣先生トークショー  望月 麻衣

「鉄道資料を集めて伝える」トークショー

 　　　　　　　　　　　　　　　＆鉄道本古書販売フェア

 奈良女子大学書店ゼミ×啓林堂書店奈良店 コラボフェア

 　　　 企画「のぞく鹿ないで書店」＆「ホンノムシ書店」

 JPIC読書
アドバイザー3名

 オンラインイベント「内田洋子さんとおしゃべり！」

17  京都・大垣書店 京都本店  澤田 瞳子

16  天花寺 さやか 京都・大垣書店 京都ヨドバシ店  天花寺さやか先生１日店長 

 澤田瞳子先生１日店長

23  東京・山陽堂書店  内田 洋子

19  愛知・豊川堂本店

20

 だもんで意味が分かると豊橋が好きになる話

 大阪・隆祥館書店

31  奈良・啓林堂書店 奈良店

25  京都・ふたば書房 御池ゼスト店 「ヘアドネーション」ってなあに？

26  京都・ふたば書房 洛西店  モルカーを探せ＆絵本読み聞かせ会

29  京都・ふたば書房 野洲店
 JPIC読書
アドバイザー3名

 モルカーを探せ＆絵本読み聞かせ会

30  京都・ふたば書房 山科駅前店
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11月1日メインイベント

『ひろゆきと話そう。本のこと、自分のこと、未来のこと。』

会場：ワテラス コモンホール（千代田区神田淡路町）
開催方法：ZoomミーティングおよびYouTubeライブ

Zoomは学生６０名限定参加（抽選）
YouTubeライブ視聴は限定せずに
一般にも配信。

内容：① ひろゆき氏の読書経験、読書感、
著書についての話

② ひろゆき氏が自身の著書や読書に
関する質問について回答

③ 学生が抱える悩みや疑問に
ひろゆき氏が回答

※ライブでは7,259名が視聴し､アーカイブも
含めての視聴回数は合計で1万回以上。 オンラインイベント配信の様子
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2021年度「本の日」 キャンペーン協賛出版社・団体・書店

No.  社　　名 No.  社　　名 No.  社　　名 No.  社　　名

1  秋田書店 25  幻冬舎 49  すばる舎 73  PHP研究所

2  あさ出版 26 京阪神エルマガジン社 50  静山社ホールディングス 74  フォレスト出版

3  朝日新聞出版 27  講談社 51  西東社 75  福音館書店

4  明日香出版社 28  交通新聞社 52  誠文堂新光社 76  扶桑社

5  アスコム 29  幸福の科学出版 53  世界文化社 77  双葉社

6  家の光協会 30  光文社 54  草思社 78  二見書房

7  池田書店 31  コスミック出版 55  ダイヤモンド社 79  フレーベル館

8  一迅社 32  三栄 56  高橋書店 80  文英堂

9  １万年堂出版 33  サンクチュアリ・パブリッシング 57  竹書房 81  平凡社

10  岩波書店 34  三省堂 58  淡交社 82  ベースボール・マガジン社

11  インプレス 35  ＪＴＢパブリッシング 59  筑摩書房 83  ベレ出版

12  ＷＡＶＥ出版 36  Ｊリサーチ出版 60  中央経済グループパブリッシング 84  ポプラ社

13  潮出版社 37  集英社 61  中央公論新社 85  ほるぷ出版

14  ＮＨＫ出版 38  秀和システム 62  東京書籍 86  毎日新聞出版

15  旺文社 39  主婦と生活社 63  東京創元社 87  マガジンハウス

16  オーム社 40  主婦の友社 64  東洋経済新報社 88  ワン・パブリッシング

17  学研プラス 41  小学館 65  徳間書店

18  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 42  祥伝社 66  永岡書店 No.  団体名

19  角川春樹事務所 43  晶文社 67  ナツメ社 1  ＹＡ(ヤングアダルト)出版会

20  河出書房新社 44  昭文社 68  日経BPマーケティング

21  かんき出版 45  新興出版社啓林館 69  日本実業出版社 No.  書店名

22  金の星社 46  新星出版社 70  日本能率協会マネジメントセンター 1  書店新風会

23  くもん出版 47  新潮社 71  白泉社 2  東京堂書店

24  暮しの手帖社 48  数研出版 72  ぴ　あ 3  未来屋書店



「本の日」～今年度方針

１．書店の認知度UPと積極参加への誘導

一般財団法人出版文化産業振興財団との提携によって､認知度向上のPR

活動を全国書店に推進し、企画への参加を誘導するとともに、既に認知はして

いるが企画には積極参加していない書店の意欲向上を図る。

読者還元祭、書店独自イベントへの助成金、ブックカバー大賞など、書店に

とって魅力ある企画を継続し、参加メリットを明確に提示する。

２．運営体制の強化による業界を挙げた周知活動

出版文化産業振興財団の協力を得ることで、業界コンセンサスのとれた運営

体制を確立し、読者に対する周知活動に一層尽力する。

出版業界全体を活性化させる思い切った展開も検討していく。
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2022年度組織図
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読書週間×本の日 秋の読者還元祭2022

内容：10月27日(木)～11月11日(金)の期間中[応募受付は18日(金)

まで］ご来店のお客様にプレゼントキャンペーンを実施

対象：全国書店（図書カード取扱店）

応募：日本図書普及株式会社のご協力によりキャンペーン

ポスターを書店に送付

店頭掲出ポスター、応募しおりに記載の二次元バー

コードを読み取り

賞品：｢図書カードNEXT ネットギフト｣ が抽選で当たる

10,000円分× 200名

3,000円分× 500名

1,000円分×1,500名 ※総額500万円 昨年の展開
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「本の日」ブックカバー大賞

内容：｢本の日｣にあわせてブックカバーデザインを一般公募。

大賞作品は文庫用ブックカバーにして、11月1日より全国の参加書店で配布。

本年度のテーマは「本を持って出かけたくなる」ブックカバーを募集します。

ブックカバーデザイン応募期間：7月15日（金）～８月31日（水）48日間

選考方法：参加書店からの投票＋審査委員選考

大賞発表：2022年10月下旬予定

書店参加申込：2022年７月1日（金）～８月31日（水）まで

先着300店舗には実行委員会より１店舗に付き3,000円を補助します。

ポスター、POPなどは本の日HPよりダウンロード。

出版社様へお願い：ブックカバーデザイン募集広告を各社様雑誌、SNSなどで掲載を

お願い致します。本の日HPに専用申込書あり。
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「本の日」イベント助成金獲得企画

内容：「本の日」キャンペーン期間中の来店促進、

キャンペーン認知度UPを目的としたイベントを助成。

オンラインを活用したイベントも対象

イベント対象期間：2022年10月1日(土)～11月30日(水)

助成金額上限：１店舗 50,000 円 １法人１店舗のみ 限定30法人

受付期間：2022年8月1日(月)～8月31日(水) 専用申請書を提出

提出先：日本書店商業組合連合会内 「本の日」実行委員会事務局

助成方法：12月11日(日)までにイベント報告書提出、確認後に助成金

を振込み
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店頭飾り付けコンクール

湊かなえさんがあなたのお店に！

店頭飾り付けコンクール（実施：10月20日～11月30日予定）

概要：『告白』文庫300万部突破を記念して、漫画家やイラストレーター描き下ろしの
『告白』『未来』ダブルカバー企画を予定。ダブルカバー2点を中心とした湊かなえ作品を
店頭でご展開いただき､『告白』文庫300万部突破の話題とともに売り場を盛り上げていた
だきたいと考えております。あわせて、来春発売予定となる湊かなえデビュー15周年記念
の単行本『告白限定特装版』の告知ポスターなどの掲出により、店頭での先行予約を致し
ます。

応募方法：7月より専用の注文書にて参加店を募集。 10月20日～11月30日の期間内に
Twitterのハッシュタグにて展開写真を募集致します。※Twitter アカウントの無い店舗様はメールにて受け付け致します。

詳細は参加書店様へお送りする拡材封筒に同封のご案内書にてご説明させていただきます。特装版の店頭での予約期間は12月末日迄を予定しております。

選考方法：全国を6ブロック（北海道東北・関東・中部・関西・中四国・九州沖縄）にわけさせていただき、
集まった展開写真の中から湊さんに各ブロックごとに優秀店舗をご選出いただきます。

特設ページや双葉文庫公式Twitter（@futababunko）にて発表させていただく優秀店舗6店
舗には、『告白限定特装版』の発売に合わせ来春に湊かなえさんサイン会の実施をおこな
わせていただきます！
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協 賛 企 画

今年度より協力いただけることになりました一般財団法人出版

文化産業振興財団の専門委員会と、「本の日」の認知度向上に

繋がり、かつ書店にとって魅力的で、読者にも喜ばれる企画を実施

すべく、現在鋭意検討中です。

詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。



広報活動:「本の日」メインイベント企画
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○全国のお客様を対象とするメインイベント

リアル書店のお客様のみ体験できる仕様にし、リアルとオン

ラインのハイブリッドで全国のお客様に特別な体験をして

もらえるイベントを目指す。

○出版社様、関係団体様との協業

出版社様、関係団体様との協業により、幅広いアイデアを

集約し、お客様のニーズに合ったかたちを模索することで､

「本の日」の認知度を高める。
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広報活動:HP、SNSでの展開

○HPは集約場所、Twitterは拡散場所

ホームページは情報を集約する場所、Twitterは情報を拡散

する場所と明確に分け、情報の役割分担をする。これにより、

一覧的に情報を広く知って頂く環境を準備する。

○出版社様、取次様へのお願い

情報を拡散するため､Twitterで｢本の日｣アカウントのフォロー

をお願いするとともに、リツイートして下さい。そして、

#本の日111 をつけたツイートをお願いします。

広報委員会は、人海戦術で＃本の日111を追いかけます！！



出版社様お願い事項

（１）キャンペーン期間（10/1[土]～11/30[水]）での

有力新刊・販促施策の投入､「本の日」連動販促

（２）各施策における「本の日」ロゴの掲載（企画書･拡材･広告等）

（３）自社媒体におけるキャンペーン告知

図書カードプレゼントキャンペーン、ブックカバー大賞等

（４）実行委員会への販促情報リリース

（５）協賛金のご協力
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