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使 用 料 規 程 
 
（目的） 
第１条 本規程は、コピーライトコンサルティング株式会社が取次ぎによる委任を受けた美術の著作物 
   について、その使用料の額を定めることを目的とする。 
（利用許諾の区分） 
第２条 本規程における利用許諾は、次の区分によるものとする。 

（１）著作物を書籍、雑誌、新聞その他の出版物として複製し、その複製物を公衆に譲渡する 
こと。 

（２）著作物をカレンダー、ポスター、パンフレットその他の印刷物として複製し、その複製 
物を公衆に譲渡すること。 

（３）著作物をＣＤ－ＲＯＭその他のデジタル記録媒体に複製し、その複製物を公衆に譲渡す

ること。 
（４）著作物をコンピュータで読み取り可能な形式で複製し、コンピュータ・ネットワークを

用いて公衆送信すること、及び送信先の受信装置を用いて著作物を公に伝達し又は送信先

の受信装置にコンピュータで読み取り可能な形式で複製すること。 
（５）著作物を地上波放送、衛星放送、ケーブルテレビ放送その他のテレビ放送の方法により

公衆送信すること。 
（６）著作物の複製物を公衆に貸与すること。 

（出版物への利用） 
第３条 出版物への利用に関する使用料は、著作物１点１回につき以下の区分ごとに定める額に消費税

を加算した金額とする。 
    但し、下記における金額はすべてカラーの金額とし、モノクロの場合はカラーの金額の６０％

とする。 
１．書籍における利用 
（１）美術関係の書籍（美術全集、絵画全集等、その他美術を主題とした書籍） 

ａ．書籍の単価が３，０００円以下の場合 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（10,000部以下） （10,000部超） 
見開き２ページ大以下 ￥２４，３００ ￥４０，４００ 
１ページ大以下 ￥１７，３００ ￥２８，８００ 
１／２ページ大以下 ￥１１，５００ ￥２０，８００ 
１／４ページ大以下  ￥８，０００ ￥１３，８００ 
１／８ページ大以下 ￥５，８００ ￥９，２００ 

 
ｂ．書籍の単価が３，０００円超の場合 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（10,000部以下） （10,000部超） 
見開き２ページ大以下 ￥３０，０００ ￥４９，６００ 
１ページ大以下 ￥２０，８００ ￥３４，６００ 
１／２ページ大以下 ￥１５，０００ ￥２４，３００ 
１／４ページ大以下 ￥１０，４００ ￥１７，３００ 
１／８ページ大以下 ￥７，０００ ￥１１，５００ 

 
 



（２）（１）以外の一般の書籍 
ａ．書籍の単価が２，０００円以下の場合 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（10,000部以下） （10,000部超） 
見開き２ページ大以下 ￥４９，６００ ￥８２，０００

１ページ大以下 ￥３４，６００ ￥５７，７００

１／２ページ大以下 ￥２３，１００ ￥４０，４００

１／４ページ大以下 ￥１７，３００ ￥２８，８００

１／８ページ大以下 ￥１１，５００ ￥１９，６００

 
ｂ．書籍の単価が２，０００円超の場合 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（10,000部以下） （10,000部超） 
見開き２ページ大以下 ￥５８，９００ ￥９９，３００

１ページ大以下 ￥４１，５００ ￥７１，５００

１／２ページ大以下 ￥２８，８００ ￥４８，５００

１／４ページ大以下 ￥１９，６００ ￥３４，６００

１／８ページ大以下 ￥１３，８００ ￥２４，３００

 
（３）書籍の広告欄等で広告目的に利用する場合 

上掲の（１）及び（２）において該当する金額の１．５倍の価格とする。 
 
（４）増版等による場合 

増版等による場合は、前掲の発行部数区分別使用料のうち、その増加分を合計した総発行部数

が該当する金額に対し、徴収済の使用料との差額を使用料とする。 
 
２．新聞における利用 
（１）美術関係の新聞（美術関係諸団体や美術専門の出版社等が発行する美術を主題とする新聞） 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（5,000部以下） (5,001～10,000部以下） 
見開き２ページ大以下 ￥７，０００ ￥９，２００

１ページ大以下 ￥４，６００ ￥７，０００

１／２ページ大以下 ￥３，４００ ￥４，６００

１／４ページ大以下 ￥２，３００ ￥３，４００

１／８ページ大以下 ￥１，７００ ￥２，３００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ 
（10,001～50,000部以下） （発行部数50,000部超） 

見開き２ページ大以下 ￥１７，３００ ￥２３，１００

１ページ大以下 ￥１１，５００ ￥１７，３００

１／２ページ大以下 ￥８，０００ ￥１２，０００

１／４ページ大以下 ￥５，８００ ￥８，０００

１／８ページ大以下 ￥４，０００ ￥５，８００

 
 



（２）（１）以外の新聞 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（5,000部以下）
（5,001～ 

10,000部以下） 
（10,001～ 

50,000部以下） 
見開き2ページ大以下 ￥１３，８００ ￥１８，４００ ￥３４，６００

１ページ大以下 ￥９，２００ ￥１３，８００ ￥２３，１００

１／２ページ大以下 ￥６，４００ ￥９，７００ ￥１６，１００

１／４ページ大以下 ￥４，６００ ￥７，０００ ￥１１，５００

１／８ページ大以下 ￥３，２００ ￥４，６００ ￥８，０００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ (50,001～ 
100,000部以下) 

(100,001～ 
300,000部以下) 

(300,001～ 
500,000部以下) 

見開き2ページ大以下 ￥４６，２００ ￥６９，３００ ￥９２，４００

１ページ大以下 ￥３４，６００ ￥４６，２００ ￥５７，７００

１／２ページ大以下 ￥２４，３００ ￥３２，３４０ ￥４０，４００

１／４ページ大以下 ￥１７，３００ ￥２３，１００ ￥２８，８００

１／８ページ大以下 ￥１１，５００ ￥１６，１００ ￥２０，８００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ (500,001～ 
1,000,000部以下)

(1,000,001～ 
2,000,000部以下) 

(2,000,001～ 
3,000,000部以下) 

見開き2ページ大以下 ￥１１５，５００ ￥１７３，２００ ￥２３１，０００

１ページ大以下 ￥８０，８００ ￥１１５，５００ ￥１７３，２００

１／２ページ大以下 ￥５７，７００ ￥８０，８００ ￥１１５，５００

１／４ページ大以下 ￥４０，４００ ￥５７，７００ ￥８０，８００

１／８ページ大以下 ￥２８，８００ ￥４０，４００ ￥５７，７００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ 
(3,000,001～5,000,000部以下) （5,000,000部超） 

見開き2ページ大以下 ￥３４６，５００ ￥４６２，０００

１ページ大以下 ￥２３１，０００ ￥３２３，４００

１／２ページ大以下 ￥１６１，７００ ￥２３１，０００

１／４ページ大以下 ￥１１５，５００ ￥１６１，７００

１／８ページ大以下 ￥８０，８００ ￥１１５，５００

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（３）新聞広告欄等で広告目的に利用する場合 
ａ．美術関係の新聞 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（5,000部以下）
(5,001～ 

10,000部以下) 
（10,001～ 

50,000部以下） 
見開き2ページ大以下 ￥１９，６００ ￥２６，５００ ￥４９，６００

１ページ大以下 ￥１３，８００ ￥１８，４００ ￥３４，６００

１／２ページ大以下 ￥９，２００ ￥１３，８００ ￥２３，１００

１／４ページ大以下 ￥６，４００ ￥９，７００ ￥１６，１００

１／８ページ大以下 ￥４，６００ ￥６，７００ ￥１１，５００

１／１６ページ大以下 ￥３，２００ ￥４，７００ ￥８，０００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ 
（50,001～100,000部以下） （100,000部超） 

見開き2ページ大以下 ￥６５，８００ ￥９９，３００

１ページ大以下 ￥４６，２００ ￥６９，３００

１／２ページ大以下 ￥３４，６００ ￥４６，２００

１／４ページ大以下 ￥２４，３００ ￥３２，３００

１／８ページ大以下 ￥１７，３００ ￥２３，１００

１／１６ページ大以下 ￥１１，５００ ￥１６，１００

 
ｂ．ａ以外の新聞 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（5,000部以下）
（5,001～ 

10,000部以下） 
（10,001～ 

50,000部以下） 
見開き2ページ大以下 ￥３９，２００ ￥５３，１００ ￥９８，１００

１ページ大以下 ￥２７，７００ ￥３６，９００ ￥６９，３００

１／２ページ大以下 ￥１８，４００ ￥２７，７００ ￥４６，２００

１／４ページ大以下 ￥１２，７００ ￥１９，６００ ￥３２，３００

１／８ページ大以下 ￥９，０００ ￥１３，８００ ￥２３，１００

１／16ページ大以下 ￥６，３００ ￥９，７００ ￥１６，１００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ （50,001～ 
100,000部以下）

（100,001～ 
300,000部以下） 

（300,001～ 
500,000部以下） 

見開き2ページ大以下 ￥１２７，０００ ￥１９６，３００ ￥２８８，７００

１ページ大以下 ￥９２，４００ ￥１３８，６００ ￥２１６，９００

１／２ページ大以下 ￥６９，３００ ￥９２，４００ ￥１５０，１００

１／４ページ大以下 ￥４８，５００ ￥６４，６００ ￥１０１，６００

１／８ページ大以下 ￥３４，６００ ￥４６，２００ ￥７１，６００

１／16ページ大以下 ￥２３，１００ ￥３２，３００ ￥４９，６００

 
 
 
 



発行部数・使用料 
複製サイズ （500,001～ 

1,000,000部以下）

（1,000,001～ 
2,000,000部以下）

（2,000,001～ 
3,000,000部以下）

見開き2ページ大以下 ￥４６２，０００ ￥５７７，５００ ￥６８２，５００

１ページ大以下 ￥３２３，４００ ￥４１５，８００ ￥５３１，３００

１／２ページ大以下 ￥２３１，０００ ￥２８８，２００ ￥３６９，６００

１／４ページ大以下 ￥１６１，７００ ￥２１６，９００ ￥２５４，１００

１／８ページ大以下 ￥１１５，５００ ￥１５０，１００ ￥１７３，２００

１／16ページ大以下 ￥８０，８００ ￥１０５，１００ ￥１１５，５００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ 
（3,000,001～5,000,000部以下） （5,000,000部超） 

見開き2ページ大以下 ￥９８１，７００ ￥１，１５５，０００

１ページ大以下 ￥６９３，０００ ￥８３１，６００

１／２ページ大以下 ￥４８５，１００ ￥５７７，５００

１／４ページ大以下 ￥３４６，５００ ￥４０３，７００

１／８ページ大以下 ￥２４２，５００ ￥２８８，７００

１／16ページ大以下 ￥１７３，２００ ￥２１６，９００

 
３．雑誌における利用 
（１）美術関係の雑誌（美術関係諸団体や美術専門の出版社等が発行する美術を主題とする雑誌） 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（10,000部以下）
（10,001～ 

30,000部以下） 
（30,001～ 

50,000部以下） 
見開き2ページ大以下 ￥１１，５００ ￥１３，８００ ￥１７，３００

１ページ大以下 ￥９，２００ ￥１１，５００ ￥１３，８００

１／２ページ大以下 ￥７，０００ ￥８，０００ ￥９，７００

１／４ページ大以下 ￥４，６００ ￥５，８００ ￥６，７００

１／８ページ大以下 ￥３，４００ ￥４，０００ ￥４，６００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ 
（50,001～100,000部以下） （100,000部超） 

見開き２ページ大以下 ￥２３，１００ ￥３２，３００

１ページ大以下 ￥１８，４００ ￥２５，４００

１／２ページ大以下 ￥１２，７００ ￥１７，３００

１／４ページ大以下 ￥８，８００ ￥１１，５００

１／８ページ大以下 ￥６，１００ ￥８，０００

 
 
 
 
 
 
 
 
 



（２）（１）以外の一般の雑誌 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（10,000部以下）
（10,001～ 

30,000部以下） 
（30,001～ 

50,000部以下） 
見開き2ページ大以下 ￥２３，１００ ￥２７，７００ ￥３４，６００

１ページ大以下 ￥１８，４００ ￥２３，１００ ￥２７，７００

１／２ページ大以下 ￥１２，７００ ￥１６，０００ ￥１９，６００

１／４ページ大以下 ￥８，９００ ￥１１，５００ ￥１３，８００

１／８ページ大以下 ￥６，２００ ￥８，０００ ￥９，７００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ （50,001～ 
100,000部以下）

（100,001～ 
300,000部以下） 

（300,001～ 
500,000部以下） 

見開き2ページ大以下 ￥４６，２００ ￥６４，６００ ￥９２，４００

１ページ大以下 ￥３６，９００ ￥５０，８００ ￥７５，０００

１／２ページ大以下 ￥２５，４００ ￥３５，８００ ￥５１，９００

１／４ページ大以下 ￥１７，３００ ￥２５，４００ ￥３６，９００

１／８ページ大以下 ￥１１，５００ ￥１７，３００ ￥２５，４００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ 
（500,001～800,000部以下） （800,000部超） 

見開き２ページ大以下 ￥１３３，９００ ￥１８４，８００

１ページ大以下 ￥１０１，６００ ￥１３８，６００

１／２ページ大以下 ￥７１，６００ ￥９７，０００

１／４ページ大以下 ￥４９，６００ ￥６８，１００

１／８ページ大以下 ￥３４，６００ ￥４７，３００

 
（３）雑誌の広告欄等で広告目的に利用する場合 

ａ．美術関係の雑誌 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（10,000部以下）
（10,001～ 

30,000部以下） 
（30,001～ 

50,000部以下） 
見開き2ページ大以下 ￥２３，１００ ￥２７，７００ ￥３４，６００

１ページ大以下 ￥１８，４００ ￥２３，１００ ￥２７，７００

１／２ページ大以下 ￥１３，８００ ￥１６，１００ ￥１９，６００

１／４ページ大以下 ￥９，２００ ￥１１，５００ ￥１３，８００

１／８ページ大以下 ￥７，０００ ￥８，０００ ￥９，２００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ 
（50,001～100,000部以下） （100,000部超） 

見開き２ページ大以下 ￥４６，２００ ￥６４，６００

１ページ大以下 ￥３６，９００ ￥５０，８００

１／２ページ大以下 ￥２５，４００ ￥３４，６００

１／４ページ大以下 ￥１７，３００ ￥２３，１００

１／８ページ大以下 ￥１２，７００ ￥１６，１００



ｂ．ａ以外の雑誌 
 

発行部数・使用料 
複製サイズ 

（10,000部以下）
（10,001～ 

30,000部以下） 
（30,001～ 

50,000部以下） 
見開き2ページ大以下 ￥２３，１００ ￥２７，７００ ￥３４，６００

１ページ大以下 ￥１８，４００ ￥２３，１００ ￥２７，７００

１／２ページ大以下 ￥１３，８００ ￥１６，１００ ￥１９，６００

１／４ページ大以下 ￥９，２００ ￥１１，５００ ￥１３，８００

１／８ページ大以下 ￥７，０００ ￥８，０００ ￥９，２００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ （50,001～ 
100,000部以下）

（100,001～ 
300,000部以下） 

（300,001～ 
500,000部以下） 

見開き2ページ大以下 ￥４６，２００ ￥６４，６００ ￥３４６，５００

１ページ大以下 ￥３６，９００ ￥５０，８００ ￥２７７，２００

１／２ページ大以下 ￥２５，４００ ￥３４，６００ ￥１９６，３００

１／４ページ大以下 ￥１７，３００ ￥２３，１００ ￥１３８，６００

１／８ページ大以下 ￥１２，７００ ￥１６，１００ ￥９２，４００

 
発行部数・使用料 

複製サイズ 
（500,001～800,000部以下） （800,000部超） 

見開き２ページ大以下 ￥４１５，８００ ￥５７７，５００

１ページ大以下 ￥３４６，５００ ￥４８５，１００

１／２ページ大以下 ￥２４２，５００ ￥３４６，５００

１／４ページ大以下 ￥１７３，２００ ￥２４２，５００

１／８ページ大以下 ￥１１５，５００ ￥１７３，２００

 
（印刷物への利用） 
第4条 印刷物への利用に関する使用料は、著作物１点1回につき以下の区分ごとに定める額に消費税

を加算した金額とする。 
但し、下記における金額はすべてカラーの金額とし、モノクロの場合はカラーの金額の６０％

とする。 
１．美術展覧会に関する印刷物に利用する場合 
（１）展覧会用カタログ 
 

カタログ販売単価・使用料 
複製サイズ 

(￥3,000以下) (￥3,000超) 
見開き2ページ大以下 ￥９，２００ ￥１３，８００

１ページ大以下 ￥５，８００ ￥９，２００

１／２ページ大以下 ￥４，０００ ￥６，４００

１／４ページ大以下 ￥２，９００ ￥４，６００

１／８ページ大以下 ￥２，１００ ￥３，４００

 
 
 
 
 



（２）広報用パンフレット、告知用チラシ 
 

印刷枚数・使用料 
複製サイズ 

(10,000部以下) (10,000部超) 
１／２ページ大超 ￥１７，３００ ￥２３，１００

１／２ページ大以下 ￥１１，５００ ￥１６，１００

１／４ページ大以下 ￥８，０００ ￥１１，５００

１／８ページ大以下 ￥５，８００ ￥８，０００

 
（３）展覧会告知用ポスター 
 

印刷枚数・使用料 
複製サイズ 

（500部以下） （501～ 
1,000部以下） 

（印刷枚数1,001～
3,000部以下） 

80×120cmより大 ￥１２，７００ ￥１９，６００ ￥２５，４００

80×120cm以下・B1相当 ￥９，７００ ￥１５，０００ ￥１９，６００

60×80cm以下・B2相当 ￥７，５００ ￥１１，５００ ￥１５，０００

40×60cm以下・B3相当 ￥５，８００ ￥９，２００ ￥１１，５００

 
印刷枚数・使用料 

複製サイズ （3,001～ 
5,000部以下） （5,000部超） 

80×120cmより大 ￥３０，７００ ￥３４，６００

80×120cm以下・B1相当 ￥２４，３００ ￥２６，５００

60×80cm以下・B2相当 ￥１８，４００ ￥２０，８００

40×60cm以下・B3相当 ￥１３，８００ ￥１６，１００

 
（４）入場券、招待状、しおり等       

 
（発行枚数３，０００部以下）使用料・・・￥１０，０００ 
 
（発行枚数３，０００部超） 使用料・・・￥１５，０００ 

 
２．カレンダー（1枚で１２ヶ月を表示するもの）に利用する場合 
（１）市販用の一般カレンダー 

２枚～６枚もの、７枚～１２枚もののカレンダーに使用する場合の使用料は、それぞれ該当す

る金額の８０パーセント、６０パーセントとする。 
 

印刷枚数・使用料 
複製サイズ 

(5,000部以下) (5,001～ 
10,000部以下) 

(10,001～ 
30,000部以下) 

Ａ３版より大 ￥３４，６００ ￥５７，７００ ￥６９，３００

Ａ３版大以下 ￥２３，１００ ￥４０，４００ ￥４６，２００

Ａ４版大以下 ￥１７，３００ ￥２８，８００ ￥３４，６００

Ａ５版大以下 ￥１１，５００ ￥１７，３００ ￥２３，１００

 
 
 



印刷枚数・使用料 
複製サイズ 

(30,001～50,000部以下) (50,001～70,000部以下) 
Ａ３版より大 ￥９２，４００ ￥１１５，５００

Ａ３版大以下 ￥６３，５００ ￥８０，８００

Ａ４版大以下 ￥４６，２００ ￥５７，７００

Ａ５版大以下 ￥３４，６００ ￥４０，４００

 
印刷枚数・使用料 

複製サイズ 
(70,001～100,000部以下) (100,000部超) 

Ａ３版より大 ￥１３８，６００ ￥１６１，７００

Ａ３版大以下 ￥９８，１００ ￥１１５，５００

Ａ４版大以下 ￥６９，３００ ￥８０，８００

Ａ５版大以下 ￥４６，２００ ￥５７，７００

 
（２）広告宣伝用のカレンダー 

２枚～６枚もの、７枚～１２枚もののカレンダーに使用する場合の使用料は、それぞれ該当す

る金額の８０パーセント、６０パーセントとする。 
 

印刷枚数・使用料 
複製サイズ 

(5,000部以下) (5,001～ 
10,000部以下) 

(10,001～ 
30,000部以下) 

Ａ３版より大 ￥６９，３００ ￥１１５，５００ ￥１３８，６００

Ａ３版大以下 ￥４６，２００ ￥８０，８００ ￥９８，１００

Ａ４版大以下 ￥３４，６００ ￥５７，７００ ￥６９，３００

Ａ５版大以下 ￥２３，１００ ￥４０，４００ ￥４６，２００

 
印刷枚数・使用料 

複製サイズ 
(30,001～50,000部以下) (50,001～70,000部以下) 

Ａ３版より大 ￥１８４，８００ ￥２３１，０００

Ａ３版大以下 ￥１２７，０００ ￥１６１，７００

Ａ４版大以下 ￥８８，９００ ￥１１５，５００

Ａ５版大以下 ￥６３，５００ ￥８０，８００

 
印刷枚数・使用料 

複製サイズ 
（70,001～100,000部以下） （100,000部超） 

Ａ３版より大 ￥２７７，２００ ￥３２３，４００

Ａ３版大以下 ￥１９６，３００ ￥２３１，０００

Ａ４版大以下 ￥１３８，６００ ￥１６１，７００

Ａ５版大以下 ￥９８，１００ ￥１１５，５００

 
 
 
 
 
 
 
 



 
３．ポスター類、パンフレット類における利用 
（１）ポスター類 
 

印刷枚数・使用料 
複製サイズ 

(5,000部以下) (5,001～ 
10,000部以下) (10,000部超) 

Ａ１版より大 ￥２３１，０００ ￥３２３，４００ ￥４６２，０００

Ａ１版大以下 ￥１６１，７００ ￥２３１，０００ ￥３２３，４００

Ａ３版大以下 ￥１１５，５００ ￥１６１，７００ ￥２３１，０００

Ａ４版大以下 ￥８０，８００ ￥１１５，５００ ￥１６１，７００

Ａ５版大以下 ￥５７，７００ ￥８０，８００ ￥１１５，５００

 
（２）パンフレット類 
 

印刷枚数・使用料 
複製サイズ 

(5,000部以下) (5,001～ 
10,000部以下) (10,000部超) 

Ａ３版より大 ￥１６１，７００ ￥２３１，０００ ￥３２３，４００

Ａ３版大以下 ￥１１５，５００ ￥１６１，７００ ￥２３１，０００

Ａ４版大以下 ￥８０，８００ ￥１１５，５００ ￥１６１，７００

Ａ５版大以下 ￥５７，７００ ￥８０，８００ ￥１１５，５００

 
４．その他各種印刷物における利用 
（１）カタログ 
 

印刷枚数・使用料 
複製サイズ 

（1,000部以下） （1,000部超） 
見開き２ページ大以下 ￥９，２００ ￥１３，８００

１ページ大以下 ￥６，４００ ￥９，７００

１／２ページ大以下 ￥４，６００ ￥７，０００

１／４ページ大以下 ￥３，２００ ￥４，８００

１／８ページ大以下 ￥２，１００ ￥３，４００

 
（２）美術関係の各種教材 
 

印刷枚数・使用料 
複製サイズ 

（1,000部以下） （1,000部超） 
見開き２ページ大以下 ￥５，８００ ￥９，２００

１ページ大以下 ￥４，０００ ￥６，４００

１／２ページ大以下 ￥２，９００ ￥４，６００

１／４ページ大以下 ￥２，１００ ￥３，２００

１／８ページ大以下 ￥１，４００ ￥２，３００

 
 
 
 
 



 
（３）その他の印刷物 

絵葉書及びそれと同種のもの、額絵及びそれと同種のもの、テレホンカード及びそれと同種の

もの、しおり及びそれと同種のもの 
＝小売単価×印刷枚数×１５パーセントとする。 

 
（デジタル記録媒体等への利用） 
第５条 デジタル記録媒体等への利用に関する使用料は、著作物１点１回につき以下の区分ごとに定め

る額に消費税を加算した金額とする。 
１．デジタル記録媒体への利用 

ＣＤ－ＲＯＭ、その他同種のもの 
＝小売単価×製造枚数×１．２パーセント 

   但し、小売単価が発生しないときは、小売単価を３，０００円とみなし上記算出方法にて使用料

を算出する。 
２．磁気テープ等への利用 

ビデオソフト、その他同種のもの 
＝小売単価×製造枚数×１．２パーセント 

但し、小売単価が発生しないときは、小売単価を３，０００円とみなし上記算出方法にて使用料

を算出する。 
 
（コンピュータ・ネットワークにおける利用） 
第６条 コンピュータ・ネットワークにおける利用に関する使用料は、著作物１点１回につき以下の区

分ごとに定める額に消費税を加算した金額とする。 
１． インターネットにおける非商業的使用のホームページへの掲載及びこれに準ずる方法による利 
用の場合 

利用期間が１ヶ月以内のときの１ヶ月当たりの使用料・・・￥５，０００～￥１０，０００ 
利用期間が１ヶ月以上のときの１ヶ月当たりの使用料・・・￥３，０００～￥８，０００ 
ただし、著作物の利用の仕方に応じて、上記の範囲内で個別に決定する。 
 

２．インターネットにおける商業的使用のホームページへの掲載及びこれに準ずる方法による利用の   
場合 

利用期間が１ヶ月以内のときの１ヶ月当たりの使用料・・・￥８，０００～￥２０，０００ 
利用期間が１ヶ月以上のときの１ヶ月当たりの使用料・・・￥６，０００～￥１５，０００ 
ただし、著作物の利用の仕方に応じて、上記の範囲内で個別に決定する。 
 

（地上波放送、衛星放送、ケーブルテレビ放送その他のテレビ放送における利用） 
第７条 地上波放送、衛星放送、ケーブルテレビ放送その他のテレビ放送における利用に関する使用料

は、著作物１点１回につき以下の区分ごとに定める額に消費税を加算した金額とする。 
１．一般放送番組 

美術を主題とする番組の中で利用する場合・・・・￥３，０００～￥６０，０００ 
その他の各種番組の中で利用する場合・・・・・・￥５，０００～￥９０，０００ 
ただし、同じ番組内で利用回数や利用時間にかかわらず１回の放送を１回利用する場合とする。 
著作物の利用の仕方に応じて、上記の範囲内で個別に決定する。 

 
２．コマーシャル 

コマーシャルの中で利用する場合・・・・・・￥５，０００～￥６０，０００ 
ただし、同じコマーシャルの中で利用回数や利用時間にかかわらず１回の放送を１回利用する場

合とする。 
著作物の利用の仕方に応じて、上記の範囲内で個別に決定する。 



 
（複製物の貸与による利用） 
第８条 複製物の貸与による利用に関する使用料は、著作物１点１回につき以下に定める額に消費税を

加算した金額とする。 
著作物使用料＝複製物の貸出料×２１パーセント 
複製物の貸出料とは、複製物の所有者が公衆に貸出する際の価格をいう。 
 

（減額措置） 
第９条 本規程に定める使用料について、著作物の性質、利用目的など特別の事情により本規程に定め 

る使用料の額を適応しがたい場合は、利用者と協議の上、本規程に定める使用料の額を減額して 
定めることができるものとする。 
 

（本規程に該当しない方法による利用） 
第１０条 本規程に定める利用方法以外の利用方法により著作物を利用する場合については、利用目的、

利用形態などの事情を考慮して利用者と協議のうえ使用料の額を定めるものとする。 
 
（実施の日） 
付  則 本規程は、文化庁長官が届出を受理した日から起算して３０日を経過した日から実施するも

のとする。 
 

コピーライトコンサルティング株式会社 


