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■目次

区分 項目 ページ 内容紹介

はじめに トップページ説明・ログイン 3～5 「本の特急便」トップページとログイン方法のご説明です。

発注時

商品の検索 6～8
ご希望の商品を検索できます。
（キーワード検索・種別検索・絞り込み機能付き）

商品の選択 9 ご購入いただく商品を選択します。

数量確定 10 ご注文冊数を選択します。

ご注文内容確認 11 ご注文商品の銘柄と冊数を確認します。

お客様情報入力 12 「お客様明細」に反映されます。

【宅配サービス】配送情報入力 13 【宅配サービス】をご利用の場合に入力します。

ご注文確定 14 ご注文確定後1分程度で、納期が表示されます。

予約 15～16 予約対象商品が一覧形式で表示されます。

おすすめ情報 17 書評本などの情報が表示されます。

発注後

発注結果確認 18～20 発注結果が一覧形式で表示されます。

注文冊数変更／注文キャンセル 21 ご注文冊数の変更・キャンセルができます。

【宅配サービス】宅配状況確認 22～23 【宅配サービス】をご利用の場合、宅配状況の確認ができます。

納品後

発注メモ画面 24 発注時に入力したメモを見ることができます。

商品入荷・引渡し管理機能 25 商品の入荷からお客様への引渡しまでの状況が確認できます。

お客様への連絡メモ機能 26 注文時に関するあらゆる情報をメモとして入力できます。

その他

書店情報変更 27 随時、パスワードを含む書店様情報が変更できます。

加盟店一覧 28 ブックライナー「本の特急便」加盟書店様を掲載しています。

【宅配サービス】お電話でのご注文 29 【宅配サービス】は、お電話でも承ることが可能です。
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■【はじめに】トップページ説明・ログイン

3

① 「本の特急便」へのアクセス方法

インターネットを立ち上げ、Yahoo・Googleなどから

「ブックライナー」と入力し、検索してください。

ブックライナーのホームページに繋がります。

クリック！
《お願い》
この画面を「お気に入り」に登録してください。

緊急のご連絡がある場合は

この画面でお知らせいたします。

（「本の特急便」トップページ）



■【はじめに】トップページ説明・ログイン

4

①～⑨はすべての画面で共通の項目です。

⑩～⑬は、構成が変わる場合が

ありますので、ご了承ください。

①⑪おすすめ情報 ⇒ ブックライナーおすすめ情報画面に

アクセスします。

② 予約商品一覧 ⇒ 予約対象銘柄一覧にアクセスします。

詳しくは15～16ページをご覧ください。

③ ご注文状況（カート） ⇒ ご注文状況画面にアクセスします。

詳しくは11ページをご覧ください。

④ 発注結果一覧 ⇒ 発注結果一覧画面にアクセスします。

詳しくは18～20ページをご覧ください。

⑤ ご利用案内 ⇒ ご利用方法はこちらでもご確認いただけます。

⑥ 加盟店一覧 ⇒ ブックライナーにご加盟いただいている

書店様の一覧です。

⑦ ログイン ⇒ ログイン画面にアクセスします。

詳しくは3～5ページをご覧ください。

⑧ あいまい検索 ⇒ キーワードで商品を検索できます。

詳しくは6～8ページをご覧ください。

⑨ 詳細検索 ⇒ 条件を細かく設定して検索できます。

詳しくは6～8ページをご覧ください。

⑩ ブックライナーからの ⇒ ブックライナーから最新情報をご案内して

ご案内 おります。定期的にご確認ください。

⑫ 各種ツールご案内 ⇒ お店に役立つ販促ツールをご案内しております。

⑬ ブックライナー ⇒ 弊社のサービスについて詳しい情報を

サービスの概要 ご希望の際は、こちらをご覧ください。

① ② ③ ④
⑤ ⑥

⑦

⑧ ⑨

⑩

⑪

⑫ ⑬



■【はじめに】トップページ説明・ログイン

5

② ログイン方法 ■ご注文の際、あるいは

「発注結果一覧」をご利用いただく際は

ログインしていただく必要があります。

※検索のみのご利用の場合、

ログインは不要です。

① 「ログイン」をクリックします。

【ログイン時に入力していただく項目】

② 取次コード欄に「01」を入力します。

③ 書店コード欄に貴店の書店コード5桁を

入力します。

④ パスワード欄に、ブックライナーよりご案内

しているパスワードを入力します。

⑤ ログインをクリックします。

《ご注意ください》
各項目すべて、半角・小文字で入力してください。

正しくログインできない場合は、全角または大文字で入力されて

いないか、ご確認ください。

《ご注意ください》
セキュリティを保つため、ログイン後「30分」

で自動ログアウトします。



■【発注時】商品の検索
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■詳細検索を行う際は、

「本（ムック・コミック含む）」「雑誌」の

いずれかのボタンをクリックしてください。

それぞれに対応した検索画面が表示されます。
①あいまい検索 ②詳細検索

■検索には、商品種別を問わずキーワード検索できる「あいまい検索」と

商品種別ごとに検索を行う「詳細検索」の2種類があります。



■【発注時】商品の検索
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① あいまい検索

検索したいキーワードを入力し、検索対象を項目から選択後

「検索」ボタンをクリックします。

※商品名、著者名、出版社名など1語のキーワードでOKです。

複数のキーワードで検索する場合は、キーワードの間に

スペースを空けて入力してください。

② 詳細検索

（トップページ上部） （本（ムック・コミック含む）詳細検索画面）

■必須項目の入力 ⇒ 次のいずれか1つを必ず入力

「書名・著者・出版社・ISBNコード」

※複数のキーワードで検索する場合は、キーワードの間に

スペースを空けて入力してください。

■任意項目の入力 ⇒ さらに絞り込む際に入力

項目入力後、「検索開始」ボタンをクリックします。

※雑誌の詳細検索画面は、項目が若干異なります。



■【発注時】商品の検索

8

①「絞り込み検索」

検索結果をさらに絞り込みます。

⇒検索したいキーワードを入力し、

「絞り込み検索」をクリックしてください。

②「結果並び替え」

検索結果の並び替えができます。

⇒並び替えたい項目を選択し、

「選択」をクリックしてください。

③「表示件数」

1ページに表示される商品の件数が変更できます。

⇒表示したい件数を選択し、

「選択」をクリックしてください。

④「商品の詳細」

商品名をクリックすると、

商品の詳細情報をご覧いただけます。

※詳細を確認したい複数の商品のチェック

ボックスにチェックを入れると、当該商品の

情報をまとめて表示することができます。

■「あいまい検索」「詳細検索」を実行後、検索結果を絞り込むことが

できます。検索結果の並び替え・商品の詳細情報の確認も可能です。

①

②

③

④

（商品詳細画面）



■【発注時】商品の選択
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《在庫状況に表示されるボタンの種類》

■次の3種類のボタンの場合は、ご注文可能です。

ブックライナーに在庫がある商品

ブックライナーに在庫が無く、

出版社から取り寄せる商品

※出版社都合で品切れとなる場合もございます。

未刊や重版中で、商品の予約

注文が可能な商品

■次の表示が出ていた場合は、ご注文を承ることが

できません。あらかじめご了承ください。

ブックライナー・出版社とも在庫

が無く、取り寄せ不可の状態

※品切・重版未定・絶版の情報が出版社より取得

済の商品は、商品詳細画面に表示されます。

■ご希望の商品が見つかったら、在庫状況を確認します。

ご注文可能であれば「ログイン」後にボタンを押下してください。

（発注結果一覧画面）



■【発注時】数量確定

10

■ご注文は、「注文する」「お取り寄せ」「予約注文する」の

3つのパターンがあります。

「取り寄せ不可」表記の商品は注文を承ることができませんので

あらかじめご了承ください。

（発注結果一覧画面）

① ご希望の冊数をプルダウンから選択します。

② ご希望商品の注文ボタンをクリックします。

クリックすると、ご注文状況画面に移動します。

《ご注意ください》
選択できる冊数は10冊までです。

10冊以上をご希望の場合は、

まず10冊を選択して「注文する」

を押下し、追加のご希望冊数を

選択して、ふたたび「注文する」

を押下してください。

表示冊数が9冊以下の場合は、

表示冊数以上の数量のご注文は

できません。
①
②



■【発注時】ご注文内容確認

11

① ご注文内容確認（銘柄）

■ご注文の銘柄が正しいか、ご確認ください。

① ご注文内容（商品銘柄）が正しいか確認します。

② 正しければ「数量確定へ」をクリックします。

⇒③ 注文を取り消す場合は「取消」をクリックします。

⇒④ すべての注文を取り消す場合は「全取消」をクリックします。

② ご注文内容確認（数量）

■ご注文の冊数が正しいか、ご確認ください。

① ご注文の冊数が正しいか確認します。

⇒冊数が間違っていたら、プルダウンで冊数の変更を行います。

② 正しければ「お客様情報入力へ」をクリックします。

⇒③ 注文を取り消す場合は「取消」をクリックします。

⇒④ すべての注文を取り消す場合は「全取消」をクリックします。

⑤ ご担当者様名、書店様独自で管理する発注番号、その他特記事項を

明記する場合は、ここに入力すると「発注結果一覧」で反映されます。

①

②

③

④

①

②

③

④

⑤



■【発注時】お客様情報入力
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■発注の際に、ブックライナーの会員登録ができます。

登録すると商品送付時に会員カードが同封され、以後は

会員番号によるご注文が可能になります。

なお、書店の方が業務用に登録されている場合は

「顧客区分」欄で「書店担当者」をご指定ください。

会員登録時は「お名前・住所・電話番号」は必須入力です。

会員登録しない場合でも「お名前」は入力してください。

※「発注メモ」欄についてはここでも入力が可能です。

数量確定（前項参照）の際に「書店担当者」を入力して

いる場合は、発注メモと一緒に「発注結果一覧」のメモの

欄に反映されます。（詳しくは○ページをご覧ください）

《ご確認ください》
ここで入力した「お名前・住所・電話番号」の情報は

商品入荷時に送品票と共に同封される「お客様明細」

に表示されます。



■【発注時】【宅配サービス】配送情報入力
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■商品の配送に「宅配サービス」をご利用いただく場合は

お客様情報入力画面の下部にある、

「宅配サービスを利用する」ボタンを押下します。

（宅配業者：ヤマト運輸株式会社）

※「発注メモ」欄についてはここでも入力が可能です。

数量確定（前項参照）の際に「書店担当者」を入力して

いる場合は、発注メモと一緒に「発注結果一覧」のメモの

欄に反映されます。（詳しくは○ページをご覧ください）

《ご注意ください》

宅配サービスをご利用の場合は、お客様情報のほかに

「配送先情報」を入力していただく必要があります。

・配送料が別途かかりますので

税込総額が変更になる点にご留意ください。

・宅配日指定はできません。（時間指定は可能です）



■【発注時】ご注文確定
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■「ご注文確定」をクリックすれば、ご注文は完了となります。

ご注文確定後、左図の受注完了画面が表示されます。

在庫品については「発注結果一覧」画面にて、納品予定日を

ご確認いただけます。通常1分程度で表示されます。

この画面を印刷してお客様にお渡しすることをおすすめします。

《ご注意ください》

この画面の「ご注文確定」ボタンを複数回クリックすると

二重注文となる恐れがあります。

ご注文に関するお問合せの際は、

「お問合せ番号」がわかると調査がスムーズです。

この【ご注文確定】ページを印刷、または保存して

書店様の控えとすることをお勧めします。



■【発注時】予約
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■この画面では、ブックライナーが選定した未刊及び重版中の

予約可能商品を一覧で確認できます。

「予約商品一覧」をクリックすると、予約一覧が表示されます。

《さらに商品を絞り込む》

①カテゴリでの絞り込み

⇒プルダウンから項目を選び、「選択」をクリックします。

②キーワードで絞り込み

⇒プルダウンから項目を選び、入力欄に検索語句を入力し

「絞り込み検索」をクリックします。

③ジャンルでの絞り込み

⇒項目の中からジャンルを選び、クリックします。

《順序の並び替え・

１ページに表示される商品数の変更》

④順序の並び替え

⇒プルダウンから並び替えたい項目を選び、

「選択」をクリックします。

⑤表示商品数の変更

⇒プルダウンから項目を選び、「選択」をクリックします。

（予約一覧画面）

①

②

③

④
⑤



■【発注時】予約

16

■ここでは予約商品の注文方法・詳細の見方を説明

します。

①商品の詳細を見る

⇒「商品名」をクリックします。

②複数商品の詳細を一度にまとめて見たい場合

⇒「一括選択」のチェックボックスにチェック

を入れて「一括詳細」をクリックすると、

チェックを入れた商品の詳細をまとめて確認

できます。

③予約注文を行う

⇒ このボタンを押下します。

④複数商品を一度にまとめて注文したい場合

⇒「一括選択」のチェックボックスにチェック

を入れて「一括カート」をクリックすると、

チェックを入れた商品をまとめてご注文いた

だけます。

①

②

③

④
⑤

■予約商品一覧内にご希望の商品が見つかった場合、

このボタンが表示されていれば

「予約注文」を行うことができます。

①

②

③

④



■【発注時】おすすめ情報
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■この画面では、ブックライナー週刊受注ベスト・書評本

などをご紹介しています。

①「おすすめ情報」をクリックします。

②ご覧になりたい項目を選び、クリックします。

③リンクから、おすすめ商品の一覧を表示できます。

※トップページの中盤にも、同じ情報の記載があります。

（おすすめ商品ページ・例）



■【発注後】発注結果確認
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■「発注結果一覧」をクリックすると、

書店様で発注された商品の状況が確認できます。 ■発注結果一覧には、直近500件のご注文が表示されます。

■また、ご注文の履歴を検索することも可能です。

各条件を入力し「絞り込み検索」をクリックしてください。

・発注日 …………書店様がご注文された日付

・納品（出荷）予定日 …商品の入荷日

（予約商品は出荷予定日）

・注文票No …………わかる場合は入力してください。

（数字半角、完全一致）

・発注区分 …………「在庫」「取寄」「予約」から

選択します。

・商品コード …………商品のISBNコードを入力します。

（数字半角、完全一致）

・商品名

・書店担当者 …部分一致で検索可能です。

・発注メモ

注文票Noをクリックすると、同じ注文票Noの
商品がすべて表示されます。

書店様への納期を示します。



■【発注後】発注結果確認
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《発注結果一覧の見方》

■ここでは、発注結果一覧の「各項目」について説明します。

①注文票Noのリンク

注文票Noをクリックすると、同時に注文した商品

（同じ注文票Noの商品）がすべて表示されます。

②発注区分

ご注文商品の発注区分を示します。

③発注状態／納品（出荷）予定日

ご注文商品の手配状況／納品予定日を示します。

④書店担当者・メモ

発注時に書店様が登録した情報が表示されます。

⑤チェックボックス

「商品の入荷・お客様への連絡・お客様へ商品お渡し」

のチェックに使います。

⑥結果並び替え

「注文票No順・入荷チェック有無・連絡チェック有無・

引き渡しチェック有無」で表示を並べ替えられます。

⑦表示件数変更

1ページの表示件数を変更できます。

① ② ③ ④ ⑤

⑥
⑦



■【発注後】発注結果確認
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《発注結果一覧の見方》

■ここでは「発注区分」「ご注文の状態（ステータス）」について

説明します。

■発注区分

→「在庫」「お取り寄せ」「予約」の注文形態を示します。

■注文ステータス

・受注受付完了 …注文データが確定された状態

・手配中 …商品の出庫をしている状態

・出版社在庫確認中 …「お取り寄せ」注文にて出版社に

在庫を確認している状態

・出版社手配中 …「お取り寄せ」注文にて出版社に

在庫があり、調達が可能な状態

・起票完了 …起票が完了した状態

・出荷完了 …商品の梱包が完了した状態

・キャンセル受付中 …キャンセル処理依頼を受付した状態

・キャンセル済 …キャンセルが完了した状態

・キャンセル不可 …キャンセルを受付したが、

実施できなかった状態

《ご注意ください》

「キャンセル受付中」は、キャンセルが完了したことを

意味するステータスではありません。



■【発注後】注文冊数変更／注文キャンセル
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■注文冊数の変更、および注文キャンセルをご希望の際は、

まず当該の「注文票No」を検索・クリックして詳細を表示します。 ■「変更数量」がプルダウン表示されている銘柄のみ、

冊数変更・キャンセルが可能です。

①変更したい明細の「変更数量」のプルダウンから

ご希望の冊数を選択し、「変更」をクリックします。

※キャンセルご希望の場合は、数量を「０」にします。

②数量を変更すると「ご注文変更」ボタンが表示されます。

これをクリックして、手続き終了です。

《ご注意ください》

冊数変更／キャンセル処理後、確実に処理が完了したか、

必ずご確認ください。（処理後約1分で「発注結果一覧」

画面に反映されます）

《ご注意ください》

・変更数量欄に「変更」が表示されている商品

のみ、冊数変更及びキャンセルが可能です。

・注文数変更は減数のみで、増数はできません。

増数ご希望の場合は再度ご注文下さい。



■【発注後】【宅配サービス】宅配状況の確認
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■発注時に【宅配サービス】を選択しており、宅配状況を確認する際は

まず当該の「注文票No」を検索・クリックして詳細を表示します。
■注文時に「宅配サービスを利用する」を選択している場合

荷物の宅配状況を追跡することができます。

①状況を確認したい注文の「注文票No」をクリックします。

②「宅配問合せ番号」をクリックします。

③宅配問合せ番号が表示されます。

この番号をクリックすると、

クロネコヤマトの荷物お問合せシステムへ

アクセスできます。

①

②

③



■【発注後】【宅配サービス】宅配状況の確認
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■宅配問合せ番号をクリックすると、クロネコヤマトの「荷物お問合せ

システム」にジャンプします。
■注文時に「宅配サービスを利用する」を選択している場合

荷物の宅配状況を追跡することができます。

①状況を確認したい注文の「宅配問合せ番号」を

枠の中に入力します。

※10件まで同時に検索可能です。

②「お問い合わせ開始」をクリックします。

③同じページの下部に

検索した荷物の宅配状況が表示されます。

※複数件を検索した場合は、

入力した番号順に、下へ表示されます。

※この画面の印刷を行いたい場合は、画面下部に

というボタンがあるので、これをクリックします。

①

②

③



■【納品後】発注メモ画面
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■発注結果一覧画面では、配送状況の他に、発注時に入力した

お客様への連絡事項等を確認することができます。

【参考】発注時の書店情報登録欄

《ご確認ください》

発注時の「数量確定」か「お客様情報登録」画面で、

書店担当者・発注メモを入力すると、発注結果一覧で

入力内容が表示されます。

※商品入荷後のお客様へのご連絡・ご対応を

速やかに行うことができます。



■【納品後】商品入荷・引渡し管理機能
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■ステータスが「出荷完了」になると、チェックボックスが

表示されます。このボックスにチェックを入れて「登録」

をクリックすると、チェックした状態で保存されます。

商品が入荷したら「入荷」に

お客様へ連絡したら「連絡」に

商品をお客様に引き渡したら「引渡」に

チェックを入れます。

■発注結果一覧画面では、ブックライナーから商品が出荷されたのち、

商品の入荷からお客様に引き渡すまでのチェックができます。

■一括商品入荷消し込みチェックができます。

①「送品票No」か「送品日付」を「入荷一括消込用検索条

件」に入力し、「検索」をクリックすると、入力した項目に

該当する注文品と、入力欄に「一括」ボタンが表示されます。

②「入荷一括チェック」をクリックすると、表示されている

すべての注文品の「入荷」欄にチェックが入り、「入荷・連

絡・引渡登録」をクリックで、これらが保存されます。

《ご確認ください》

入荷・連絡・引渡の消し込み機能により、入荷状況やそ

の後の商品の状況を一目で確認することができます。

①

②



■【納品後】お客様への連絡メモ機能
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■商品発注後に「発注結果一覧」画面で、各注文に対する

メモ情報を入力することができます。

お客様への伝達事項、注文品に関する情報などを

従業員同士で共有するときなどにご利用ください。

《メモを書き込む場合》

①「メモ（入荷）」欄の「登録」をクリックします。

②「メモ登録」画面でメモを入力します。

（250字まで入力可能です）

③入力が完了したら「登録」をクリックすると、

入力内容が保存されます。

④「閉じる」を押すと発注結果一覧画面に戻り、

「登録」の下の表記が「あり」に変更されます。

《メモを読む場合》

「あり」表示のある行の「登録」をクリックすると

入力された内容を確認できます。

■発注結果一覧画面では、商品入荷後のお客様への連絡事項などを

メモとして残しておくことができます。

①

②

③
④



■【その他】書店情報変更
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変更可能な項目は次の通りです。

・通知方法（欠品などのご連絡方法）

→FAX／E-mailのいずれかを選択できます。

・FAX番号

→通知に使用するFAX番号を変更できます。

・メールアドレス

→通知に使用するメールアドレスを変更できます。

最大3件まで登録が可能です。

・パスワード

→ログイン時に使用するパスワードを変更できます。

変更したい項目をご入力いただき

「確定」ボタンを押下することで、情報変更が完了します。

■登録されている書店様情報の変更を行うことができます。

変更は、トップページ上部の「書店情報変更」から行います。

《ご注意ください》

パスワード変更を行った際は、新しいパスワードは

忘れないように保管をお願い致します。



■【その他】加盟書店一覧
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書店名 郵便番号 住所 電話番号

北海道

■ブックライナー「本の特急便」に

ご加盟いただいている書店様を、

都道府県別に一覧で掲載します。

（掲載ご希望の書店様のみ）

※掲載ご希望、または掲載取り下げご希望の

場合は別途お問い合わせください。

掲載項目は

「書店名・郵便番号・住所・電話番号」です。



■【その他】【宅配サービス】お電話でのご注文
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●コールセンターへ発注の際は、以下の順序で行って下さい。

・お届け先の地域※1

・商品（書名・ＩＳＢＮ）、冊数※2

・（店舗以外へ送る際：お届け先の氏名、郵便番号、住所、電話番号）
・お申込み書店様コード、書店様名

・配送希望日

●ご注文確定後、お問い合わせ番号等を含めた注文控えをＦＡＸ
させていただきますので、大切に保管ください。※3

●送品票については翌日ＦＡＸし、また請求書へ同封致します。

※１ お届け先が店舗以外の場合ご確認ください。

※２ 本サービスは、弊社在庫がある場合のみのサービスです。

出版社へのお取り寄せ・新刊予約等はお受付致しておりません。

予めご了承ください。

※３ 万が一、荷物が届かない等のお問い合わせの際は、予め注文時に

お控えいただいたお問い合わせ番号をご確認の上、

弊社コールセンターにお問い合わせください。

STEP1 お客様より注文を受ける STEP2 宅配サービスで注文する

宅配専用ダイヤルで
発注 9:00～15:30 注文受付 翌日着

≪コールセンター通常お問合せ≫
ＴＥＬ 048-789-3340

営業時間
平日 9:00～18:00
土日・祝日 9:00～16:00

●宅配サービスをご利用の際、書店様からお客様へご確認
いただく項目は以下の通りです。

① 商品（書名・ＩＳＢＮコード）、冊数
② 店舗以外へ送る際：

送り先の郵便番号・住所・電話番号・氏名

宅配サービス専用ダイヤル

0120-39-0599

≪宅配サービス受付時間≫

月曜日～土曜日 9:00～15:30
日曜日・祝祭日 9:00～13:30

宅配料：600円／個（税抜）※1箱につき20～30冊程度

※ 月～土曜日の受付時間です。日・祝祭日は受付時間が異なります。


