
「すみだのジョー」

あしたのジョーを活用した
商品開発・販売に関する
墨田区内 事業者さま向け

説明資料

1



背景

2

両国の国技館は、東京2020オリンピックのボクシング会場となるほか、これまで
も数々の世界タイトルマッチが行われており、大相撲だけでなく、ボクシングの聖
地とも言えます。

「あしたのジョー」（原作：高森朝雄・ちばてつや、講談社刊）はボクシングを題
材とした日本を代表する漫画作品であり、かつ、物語では当区も舞台になってい
ます。
さらに、原作者の一人であるちばてつや先生は当区のご出身でもあります。

このような縁から、墨田区では、2018年4月から3年間「あしたのジョー」を用い
た各種制作物、イベント等を区内で掲出・実施します。



ご案内
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この機会に、区内の事業者のみなさまに、「あしたのジョー」を用いた商品開
発・販売をぜひご検討いただきたく、お願いいたします。

墨田区が行うPRキャンペーン、そして事業者のみなさまによる商品展開が両輪と
なって、区内の産業振興および地域活性化に寄与するはずです。



商品化企画要項
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■募集対象者 ： 区内事業者さま
■企画内容 ： 漫画「あしたのジョー」ライセンス商品開発・販売
■申請受付期間 ： 2018年6月1日～2020年6月末日
■販売エリア ： 主として区内（日本国内であれば区外でも販売可）
■意図・目的 ： ボクシング競技への興味促進および産業振興、地域活性化
■問い合わせ窓口： 墨田区観光協会
■許諾契約先 ： 講談社 ※観光協会が仲介・支援を行います。

■商品製造条件 ： 原則として日本国内で製造
※海外品は品質によっては許諾が得られない可能性があります。

■許諾不可商品 ： ・今回募集意図・目的から外れるもの
・公序良俗に反するもの

※その他、許諾可否は企画申請内容により都度判断



観光協会の役割

■墨田区観光協会が本件商品化の窓口となります。「あしたのジョー」の著作権管理
を行う講談社と事業者さまとの間に入り、各種手続きの仲介・支援を行います。また事
業者さまからの各種お問い合せにもお応えいたします。

■ただし、許諾申請や契約、お支払い等は、事業者さまと講談社間での直接のお取り
引き、やり取りとなります。観光協会はこれらの業務が円滑に進むための仲介・支援を
行う立場です。

■講談社にお支払いいただく版権使用料のほか、上記仲介手数料として、1商品申
請あたり一律2万円（税別）を観光協会が申し受けます。ただし、後述の「STEP1」
段階で企画申請を取り下げ、または権利元から却下された場合、手数料は不要です。

■まずは観光協会にお気軽にお問い合わせください。
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座組み

■観光協会が間に入り、各種サポートを行います。

墨田区観光協会

（権利許諾窓口）

（各種サポート）

講談社区内事業者

（商品開発・販売）
①各種申請

②各種許諾

③契 約

①②③実業務の
仲介

最低保証使用料支払い

①②③実業務の
仲介・支援

手数料支払い
（2万円）
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観光協会の問い合わせ窓口

■各種お問い合わせ、仲介・支援に関するご連絡は以下までお願いいたします。

墨田区観光協会
担当：白井 美南（すみだ まち処）

m-shirai@visit-sumida.jp

TEL 03－6796－6341

携帯 070－5573－4166

受付時間：10：00～18：00(不定休)

URL：http://machidokoro.com 7

mailto:m-shirai@visit-sumida.jp
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事業者様のメリット①

■講談社ご厚意により、本件商品化に参入いただく区内事業者さまにかぎり、
使用許諾条件につき一定の優遇措置を受けられます。

■観光協会が講談社への企画申請、契約、監修など、各種手続きのサポート
を行います。これまでキャラクター商品を手掛けたことがない事業者様にも安心し
てご参入いただけます。

■事業者様向け「あしたのジョー」イラスト・ロゴをご提供します。商品の仕様に
応じてお使いいただけるバリエーションをご用意しますので、デザイン制作面で不
安のある事業者様にも安心してお使いいただけます。

■また当ビジュアルは講談社監修済みですので、ルールに沿ってお使いいただけ
れば、商品デザイン監修もスムーズに進行可能です。
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事業者様のメリット②
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■墨田区では「あしたのジョー」を用いた制作物を区内各所・イベント会場で掲
出するなど、最大限の露出を図ってまいります。

■事業者様向け「あしたのジョー」イラスト・ロゴを用いた商品を販売いただければ、
“チームすみだ”の商品として認知され、高い話題性や注目度を期待できます。
また、できるだけ多くの事業者様に参加いただくことにより、面での訴求力が増し
ていくと考えられます。

■墨田区および観光協会としても、なんらか商品販売の場をご提供できるよう、
調整してまいります（区内イベントでの物販ブース設置など）



専用イラスト・ロゴ

■以下のようなデザインアートをご用意いたします。
※詳細は専用の「事業者向け商品化マニュアル」をご参照ください。
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【重要】商品化におけるポイントと注意事項①

■商品への証紙貼付が必要です。
⇒事業者さまから申請の初回商品製造数に基づき、講談社から
発行される検数証紙を、商品1個ごとに貼付のうえ販売いただきます。
⇒食品への証紙貼付は原則免除となります。また、食品の場合、ロイヤリ
ティーは事業者さま申告に基づく商品販売数ベースとなります。詳細は個別
でご相談に応じます。

■商品製造数に応じた版権使用料（ロイヤリティー）が発生します。
⇒版権使用料は“商品製造数（印紙発行枚数）×小売価格×4%”です。

例） 1万個を製造、小売価格1,000円（税別）の場合、
1万個×1,000円×4％＝40万円がロイヤリティー額です。
40万円に消費税を加算して講談社に支払いとなります。 11

（検数証紙）



【重要】商品化におけるポイントと注意事項②

■初回申請時は最低保証使用料の支払いが必要です。
⇒本件商品化における墨田区事業者さま限定の優遇料金設定です。
⇒ロイヤリティー計算額が上記の設定料金額を超える場合は、最低保証使用
料＝ロイヤリティー計算額となります。

■許諾商品カテゴリー非独占の許諾契約となります。
⇒商品カテゴリーにおける自社独占販売はできません。たとえばタオル製造販
売の許諾を受けたとしても、他社からもタオルが販売される等がありえます。

■契約有効期間は商品の発売日から1年間です。
⇒契約の更新をご希望の場合は都度相談となります。また、更新可となった場
合、最低保証使用料の再設定が条件となります。
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【重要】商品化におけるポイントと注意事項③

■著作物の取り扱いにご注意ください。
⇒商品デザイン作成のために貸与されるイラスト・ロゴは著作物です。取り扱
いには充分ご注意願います。
⇒講談社の監修を経て合格となったデザインのみを、申請・契約で定められ
た用途・範囲に限り、使用できます。
⇒認められた範囲を超えてイラスト・ロゴ、また作成されたデザインを使用する
ことは一切できません。
⇒違反した場合、著作権の侵害となり、損害賠償請求等の対象となるほか、
刑事罰（懲役刑・罰金刑）を科せられる場合があります。
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手続きの流れ

■STEP1: 企画概要書提出・許諾

■STEP2: 企画申請・承認

■STEP3：契約締結・最低保証使用料支払い・検数証紙発行

■STEP4：デザイン提出・承認

■STEP5：校正サンプル提出・承認

■STEP6：製造・商品サンプル提出

■STEP7：追加製造申請・承認

■STEP8：検数証紙発行・ロイヤリティー支払い

■STEP9：契約満了 14



STEP1：企画概要書提出・許諾

■本件商品化を希望される事業者さまは、まず、観光協会にご連絡ください。

■観光協会から、「企画概要書」フォーマット（書式①）をお送りいたします。必
要事項をご記入のうえ、観光協会にご提出ください。

■このとき、過去製作された今回企画に近い商品サンプルなど、参考になる現
品を添付ください。

■本概要書では商品企画実施の可否を判断いたします。デザイン可否判断は、
この先、STEP4まで進んだ際（デザイン監修時）に行います。

■観光協会から講談社に照会し、許諾可否を検討します。

■検討の結果、許諾可となった場合、STEP2に進みます。
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STEP1：企画概要書提出・許諾

（書式①）

凸版にて作成中
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STEP2：企画申請・承認

■STEP2に移行時点で、観光協会から事業者さまに仲介手数料（税別2万
円）をご請求します。別途定める期日までにお支払いください。

■STEP2では商品の最低保証製造数量、小売価格の申請、ならびに検数証
紙の申請を行います。観光協会から、「企画申請」フォーマット（書式②）をお
送りいたしますので、必要事項をご記入のうえ、観光協会にご提出ください。

■なお、原則として事業者さま申請の最低保証製造数量＝検数証紙枚数と
なり、発行される検数証紙枚数がロイヤリティー計算の根拠となります。

■最低保証製造数量におけるロイヤリティー計算額が、最低保証使用料の最
低設定金額（墨田区事業者さま限定の優遇設定料金）に満たない場合、
最低保証使用料＝最低設定金額となります。

■観光協会を通じて講談社に申請し、検討・協議を経て、合意となった場合、
STEP3に進みます。 17



STEP2：企画申請・承認

（書式②）
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STEP3：契約締結・最低保証使用料支払い・検数証紙発行

■講談社から「商品化許諾契約書」が送られてきますので、署名欄に御社押印
のうえ講談社に返送ください。

■契約締結と同時に、事業者さま申請に基づく最低保証使用料の請求書が
講談社から送られてきますので、契約書記載の期日までに講談社にお支払いく
ださい。原則、請求書発行日から30日以内に支払いとなります。

■入金確認後、事業者さま申請枚数分の検数証紙が発行されます。

※上記は新規取引先に適用されるルールです。2回目の契約から、入金確認を
待たず、契約締結と同時に検数証紙が発行されます。
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STEP4：デザイン提出・承認

■事業者様向け「あしたのジョー」イラスト・ロゴを用いたデザインを作成ください。
別途お渡しする専用の「事業者向け商品化マニュアル」 に基づきデザイン作成い
ただきます。

■デザインは観光協会にご提出ください。観光協会を通じて講談社が監修を行
います。

■監修合格となった場合、STEP5に進みます。
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STEP5：校正サンプル提出・承認

■監修合格となったデザインで、校正用の実物サンプルを制作ください。

■校正サンプルは観光協会にご提出ください。観光協会を通じて講談社が監修
を行います。

■監修合格となった場合、STEP6に進みます。
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STEP6：製造・商品サンプル提出・販売

■申請で認められた製造数量分の商品を製造・販売できます。

■商品発売前に商品サンプルを観光協会にご提出ください。

■商品サンプルは原則6個、高価なものまたは小ロットのものに限り3個（いずれ
もうち1個は観光協会用見本）をご提出となります。

■販売商品には1個ごとに検数証紙を貼付ください。検数証紙の貼付のない商
品は販売できません。

■検数証紙には予備がありません。貼り損じのないよう注意してください。
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STEP7：追加製造申請・承認

■商品の追加製造をご希望の場合、「追加製造申請」フォーマット（書式③）
に必要事項を記入のうえ、観光協会にご提出ください。

■なお、原則として事業者さま申請の追加製造数量＝検数証紙枚数となり、
発行される検数証紙枚数がロイヤリティー計算の根拠となります。

■観光協会を通じて講談社に申請し、検討・協議を経て、合意となった場合、
STEP8に進みます。
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（書式③）

STEP7：追加製造申請

24



STEP8：検数証紙発行・ロイヤリティー支払い

■講談社から追加製造数量分のロイヤリティーの請求書、および検数印紙が送
られてきます。

■契約書記載の期日までに追加分のロイヤリティーを講談社にお支払いください。
原則、請求書発行日から30日以内に支払いとなります。
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STEP9：契約満了

■契約有効期間は商品の発売日から1年間です。

■契約満了後、2か月間はセルオフ期間として在庫商品の販売が可能です。

■契約の更新をご希望の場合は、期間満了の2か月前までに観光協会にご連
絡ください。観光協会から講談社に照会し、更新可否を検討します。

■更新可となった場合、最低保証使用料の再設定が条件となります。

■また、上記のほか、観光協会から事業者さまに更新仲介手数料（税別2千
円）をご請求します。別途定める期日までにお支払いください。
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※食品カテゴリーの商品化について

■商品が食品カテゴリーの場合、原則として検数証紙貼付が免除されます。

■また、版権使用料の算出は、原則として製造数量ベースではなく、販売数量
ベースとなります。

■初回申請時は、販売予定数量を申請いただき、観光協会を通じて講談社
検討・協議となります。合意に至った場合、最低保証使用料（墨田区事業者
さま限定の優遇設定料金）をご請求、講談社へお支払いとなります。

■商品発売後、販売数量実績を四半期ごとに集計いただき、各四半期の翌
月中旬を目処に、観光協会に報告書をご提出ください。

■報告書に基づき、後日、講談社から最低保証使用料の超過分を対象とした
版権使用料が請求されます。
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お問い合わせ先

■「あしたのジョー」の活用に関すること
墨田区地域力支援部オリンピック・パラリンピック準備室へ
TEL ０３－５６０８－１４４５
平日8：30～17：00

■手続きにおける各種お問い合わせ、仲介・支援に関すること
墨田区観光協会（すみだまち処）
TEL ０３－６７９６－６３４１
10：00～1８：00

■許諾契約・支払い窓口（※原則としてお問い合わせは観光協会へ）
（株）講談社ライツ・メディアビジネス局
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以上、
ぜひ「あしたのジョー」を用いた商品

開発・販売を前向きにご検討ください。
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