


【追記】『この接続ではプライバシーが保護されません』というエラーが表示される現象
について

平素はパブーをご利用いただきありがとうございます。

 
本日、2017年7月3日（月）から、ログインページや購入ページにて『この接続ではプライバシーが

保護されません』というメッセージが表示される現象が起きています。

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしております。

復旧に向けた対応を行っておりますので、今しばらくお待ちください。

 
 
■追記 7/3 11:20
 
上記の件につきまして、修正を完了し、現在は復旧をしております。

ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

 
同様な事象の再発防止に努めてまいりますでの、今後ともパブーをお願いいたします。



夏季期間中のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 
夏季期間中のサポート業務を、下記の通りとさせていただきます。

 
[ お問い合わせ対応の休止 ]
2017/8/9(水) 19:00 〜 2017/8/16(水) 終日

 
※ お問い合わせ業務は 2017/8/17(木)から再開いたします。

※ 通常よりご返信までにお時間がかかる場合がございますことをあらかじめご了承ください。

 
[ 外部ストア連携 ]
◆受付休止期間

2017/8/9(水) 19:00 〜 2017/8/16(水) 終日

 
上記受付休止期間中にお申し込みいただいた分は、2017年8月17日(木)から順次配信手続きを行って

まいります。

また、外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、反映されるま

でにはお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

 
ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいます様お願い申し上げます。



【完了】サーバーメンテナンスのお知らせ

平素はブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
下記日程におきまして、パブーのサーバーメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

 
【実施日時】

2016年6月14日(火) 午前8:00 〜 午前10:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【影響範囲】

パブー：PC版、スマホ版

 
【影響内容】

・メンテナンス中は、本の作成や購入等、すべての機能がご利用いただけない状態となります。

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。

 
 
■追記 6/14 10:15
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。

 



【完了】サーバーメンテナンスのお知らせ

平素はブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
下記日程におきまして、パブーのサーバーメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

 
【実施日時】 2016年6月22日(水) 午前7:00 〜 午前11:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【影響範囲】

パブー：PC版、スマホ版

 
【影響内容】

メンテナンス中は、本の作成や購入等、すべての機能がご利用いただけない状態となります。

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。

 
 
■追記 6/22 10:10
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。

 



【完了】システムメンテナンスのお知らせ

平素はブクログ、ブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
下記日程におきまして、システムメンテナンスを実施いたします。

 
【実施日時】

2016年7月7日(木) 11:00 〜 13:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【影響範囲】

メンテナンス中は、以下の機能がご利用いただけませんので、あらかじめご了承ください。

 
・ブクログ for iPhoneからの閲覧、登録、編集等の操作全般

・ブクログ Google Chrome拡張機能

・ブクログ ミニ本棚ブログパーツの表示

・パブーお問い合わせフォームからのお問い合わせ送信

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。

 
 ■追記 7/7 12:55
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。

 



夏季期間中のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
夏季期間中のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

 
[ お問い合わせ対応の休止 ]
2016/8/9(火) 19:00 〜 2016/8/17(水) 終日

 
※ お問い合わせ業務は 2016/8/18(木)から再開致します。

※ 通常よりご返信までにお時間がかかる場合がございますことをあらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては、通常通り24時間対応いたします。

 
また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

 
[オンデマンド印刷]
印刷工場の夏季期間の休業に伴い、納品予定日が下記の通り変更となります。

・2016年8月4日(日)までにご注文 → 2016年8月20日(土) 発送予定

・2016年8月5日(月)〜2016年8月14日(日)までにご注文 → 2016年8月20日(土) 納品予定

 
[外部ストア連携]
◆受付休止期間

2016/8/8(火）終日 〜 2016/8/18(木）終日

 
上記受付休止期間中にお申し込みいただいた分は、2016年8月19日(金)から順次配信手続きを行って

まいります。

また、外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、反映されるま

でにはお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

 
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。

 



サービス運営会社変更のお知らせ

パブーをご利用のみなさまへ。

 

平素より、パブーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、パブーは2016年10月31日(月)をもちまして、運営会社が株式会社ブクログからハイブリッ

ド型総合書店「honto」を運営する株式会社トゥ・ディファクトに変更となります。

 

運営会社の変更後も、引き続きパブーでの電子書籍作成や販売機能については変わらずご利用可能で

すが、一部提供サービスの内容変更を予定しています。詳細は、以下をご覧ください。

今後ともパブーをよろしくお願いいたします。

 

 

■サービス運営会社変更日

2016年10月31日(月)

 

■新たな運営会社

商号：株式会社トゥ・ディファクト

所在地：〒141-0031　東京都品川区西五反田3-5-20

代表取締役：加藤 嘉則

事業内容：

1.インターネットを使用した電子書籍や紙の書籍を販売する書店サービスの運営

2.マルチデバイス対応の電子書籍配信プラットフォームの運営

3.電子書籍や紙の書籍を販売するオンライン書店、リアル書店を連動させたマーケティング、プロモ

ーションなどのサービス提供

 

■会員情報移管の同意について(重要)

パブーの会員情報は、株式会社トゥ・ディファクト（http://www.2dfacto.co.jp/）へ移管します。

移管を希望されない方は10月20日までにご自身で退会をいただけますようお願いします。

また、クレジットカードなどの決済に必要な情報は弊社でも保持をしていないため、株式会社トゥ

・ディファクトには提供を行いません。

移管後の会員情報の取り扱いにつきましては、個人情報保護法に基づき、株式会社トゥ・ディファク

トの個人情報保護方針を適用させていただきます。　

なお、サービス運営会社変更日までにご同意しない旨の意思表示または退会手続きのない場合は、ご

同意いただけたものとさせていただきます。何卒ご了承ください。

 

■運営会社変更によって提供内容の変更予定

外部ストアの提供先としてDLmarketの追加(詳細な時期が決まりましたらご案内いたします)

http://www.2dfacto.co.jp/


オンデマンド印刷の一時停止(10月19日受付分まで)

メッセージ機能の廃止

 

■運営会社変更に関するご質問・お問い合わせ

 

○よくあるお問い合わせ

 

Q.サービス運営会社変更日はいつですか？

2016年10月31日(月)です。

この日をもちまして、パブーの会員情報は、

株式会社トゥ・ディファクト（http://www.2dfacto.co.jp/）へ移管いたします。

 

Q.これまでに作成した本のデータはどうなりますか？

現在保存されているデータはすべて引き継がれます。

特にお客様にて行って頂く作業はございません。

 
Q.すでに購入した本はどうなりますか？

そのまま引き継がれますので、引き続き、閲覧及びダウンロード頂くことが可能です。

 

Q.プロ版(有料プラン)の契約はどうなりますか？

現在のご契約がそのまま引き継がれます。

特にお客様にて行って頂く作業はございません。

  
Q.個人情報の取り扱いはどうなりますか？

2016年10月31日をもちまして、株式会社トゥ・ディファクトへ移管いたします。

 
運営会社変更に関するQ&A
http://p.booklog.jp/about/faq#8
 
運営会社変更に関するお問い合わせ先

 
https://p.booklog.jp/about/inquiry

http://www.2dfacto.co.jp/
https://p.booklog.jp/about/faq#8
https://p.booklog.jp/about/inquiry


【完了】サーバーメンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
下記日程におきまして、パブーのサーバーメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

 
【実施日時】 2016年11月16日(水) 9:00 〜 15:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【影響範囲】

パブー：PC版、スマホ版

 
【影響内容】

メンテナンス中は、本の作成や購入等、すべての機能がご利用いただけない状態となります。

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。

 
■追記 11/16 15:00
誠に申し訳ございませんが、メンテナンスの作業内容により、

お時間がかかることが見込まれるため、終了時刻を延長し、

19時までとさせていただきます。

ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

今しばらくお待ち頂きますようお願いいたします。

 
■追記 11/16 19:00
メンテナンス作業の影響により、只今、接続及び一部処理におきまして、

表示や動作がしづらい状態となっており、対応を行っております。

ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ち頂けますようお願いいたします。

 
■追記 11/28 18:00
復旧が完了いたしました。

長らくご不便をおかけし、申し訳ございませんでした。

今後ともパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

 
 



 



【完了】サーバーメンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
下記日程におきまして、パブーのサーバーメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

 
【実施日時】 2016年11月17日(木) 15:00 〜 17:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【影響範囲】

パブー：PC版、スマホ版

 
【影響内容】

メンテナンス中は、本の作成や購入等、すべての機能がご利用いただけない状態となります。

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。

 
 
■追記 11/17 15:55
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。

 



【完了】サーバーメンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
下記日程におきまして、パブーのサーバーメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

 
【実施日時】 2016年11月22日(火) 14:00 〜 17:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【影響範囲】

パブー：PC版、スマホ版

 
【影響内容】

メンテナンス中は、本の作成や購入等、すべての機能がご利用いただけない状態となります。

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。

 
■追記 11/22 17:00
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。

 
 



年末年始のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
年末年始のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

 
[ お問い合わせ対応の休止 ]
2016/12/28 （水） 19:00 〜 2017/1/3 （火） 終日

 
※ 上記期間にお問い合わせをされた場合、

　　2017/1/4（水） 以降のご返信となりますのであらかじめご了承ください。

※ご返信までに通常よりお時間がかかる場合がございます。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り24時間対応いたします。

 
また、外部ストア連携の受付につきましては、以下の通りとなりますので、

ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

 
[外部ストア連携]
年内の申請受付日は、2016年12月22日（木）までとなります。

 
※上記期日までにお申し込みいただいても、確実に年内に

　　本がストアに配信される保証はございませんことをあらかじめご了承ください。

※2016年12月23日（水）以降のお申し込みは、2017年1月4日（水）から順次配信手続きを行ってま

いります。

 
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



【完了】システムメンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
下記日程におきまして、システムメンテナンスを実施いたします。

 
【実施日時】

2017年1月12日(木) 午前8:00 〜 8:30
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【影響範囲】

パブー：PC版、スマホ版

 
【影響内容】

メンテナンス中は、本の作成や購入等、すべての機能がご利用いただけない状態となります。

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。

 
■追記 1/12 10:00
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。

 



Facebookでログインができない障害が発生しています

平素はパブーをご利用いただきありがとうございます。

 
本日、2017年04月3日（月） 08時00分頃から、Facebookでのログインができない障害が発生して

おり、状況を調査中です。

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしております。

復旧に向けた対応を行っておりますので、今しばらくお待ちください。



ゴールデンウィーク期間中のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
ゴールデンウィーク期間中のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

 
[ お問い合わせ対応の休止 ]
・2017年5月2日（火） 19時 〜 2017年5月7日(日） 終日

 
※ 上記期間中に頂戴したお問い合わせは、2017年5月8日(月)より順次対応させていただきます。

※ 通常よりご返信までにお時間がかかる場合がございますことを、あらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り 24 時間対応いたします。

 
また、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

  
[外部ストア連携]
◆受付休止期間

・2017年5月2日（火） 19時 〜 2017年5月7日(日） 終日

 
上記受付休止期間中にお申し込みいただいた分は、2017年5月8日(月)から順次配信手続きを行ってま

いります。

 
また、外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、反映されるま

でにはお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

 
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



【完了】システムメンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
下記日程におきまして、システムメンテナンスを実施いたします。

 
【実施日時】

2017年6月20日(木) 午後2:00 〜 6:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【影響範囲】

パブー：PC版、スマホ版

 
【影響内容】

メンテナンス中は、本の作成や購入等、すべての機能がご利用いただけない状態となります。

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。



【完了】決済システムメンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

下記日程におきまして、決済システムのメンテナンスが実施されます。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

【実施日時】

2016年3月24日(木) 午前3:00 〜 午前7:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

【影響内容】

・「ブクログのパブー」で、本の閲覧や作成等すべてがご利用いただけません。

（パブーのAndroidアプリも含む）

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。

 
 ■追記 3/24 07:00
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。

 



ゴールデンウィーク期間中のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
ゴールデンウィーク期間中のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

 
[ お問い合わせ対応の休止 ]
・2016年4月29日（金） 終日 〜 2016年5月8日(日） 終日

 
※ お問い合わせ業務は 2016年5月9日(月）から再開致します。

※ 通常よりご返信までにお時間がかかる場合がございますことをあらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り 24 時間対応いたします。

 
また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

 
[オンデマンド印刷]
印刷工場のGW期間の休業に伴い、納品予定日が下記の通り変更となります。

・2016年4月24日(日)までにご注文 → 2016年4月30日(土) 納品予定

・2016年4月25日(月)〜2016年5月8日(日)までにご注文 → 2016年5月14日(土) 納品予定

 
[外部ストア連携]
◆受付休止期間

2016年4月29日(金） 終日 から 2016年5月8日(日） 終日

 
上記受付休止期間中にお申し込みいただいた分は、2016年5月9日(月)から順次配信手続きを行ってま

いります。

また、外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、反映されるま

でにはお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

 
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



おさいぽ！決済廃止についてのご案内

平素より、ブクログのパブーをご利用頂きましてありがとうございます。

 
この度、下記の日程をもちまして、「おさいぽ！決済」による

お支払い方法を廃止させていただくこととなりました。

 
なお、クレジットカード決済によるお支払いは、引き続きご利用いただけます。

 
急なご案内となり、ご利用いただいているお客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、

何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

 
 
【本の購入・オンデマンド印刷のお支払いにつきまして】

2016年1月18日(月) をもちまして、「おさいぽ！決済」がご利用いただけません。

以降は、「クレジットカード決済」をご選択いただきますようお願いいたします。

 
 
【プロ版など月額料金のお支払いにつきまして】

2016年1月にお支払いいただく分までは、「おさいぽ！決済」をご利用いただけますが、2月1日をも

って自動的に解約となります。

2016年2月1日以降、ご利用の継続を希望される場合は、大変お手数ですがお支払い方法を「クレジ

ットカード決済」にご変更をお願いいたします。

 
 
本件に関しまして、ご不明な点などございましたら、パブーお問い合わせフォームより

ご連絡いただきますようお願いいたします。

 
■パブーお問い合わせフォーム

https://p.booklog.jp/about/inquiry
 
 
今後ともブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

 

https://p.booklog.jp/about/inquiry


【解決済み】パブーへログインができない件につきまして

平素はブクログ、パブーをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

ただ今、パブーにおきまして、ログインができない障害が発生しており、現在、調査と対応を行って

おります。

ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、今しばらくお待ち頂きますようお願いいたし

ます。

[追記] 12月21日 10:40
復旧が完了いたしました。

現在は正常に表示されております。

※発生日時

2015年12月20日(日)20時頃〜2015年12月21日(月) 10時40分

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

今後ともブクログ、パブーをどうぞよろしくお願いいたします。



年末年始のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
年末年始のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

 
[ お問い合わせ対応の休止 ]
2015/12/25 （金） 19:00 〜 2016/1/3 （日） 終日

 
※ 上記期間にお問い合わせをされた場合、

　　2016/1/4(月） 以降のご返信となりますのであらかじめご了承ください。

※ご返信までに通常よりお時間がかかる場合がございます。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り24時間対応いたします。

 
また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

 
[オンデマンド印刷]
印刷工場の年末年始休業に伴い、年内の最終受付日は2015年12月20日(日)までになります。

 
※2015年12月20日(日)のご注文分は、2015年12月26日(土)に納品予定です。

※2015年12月21日(月)から2016年1月3日(日)までにご注文いただいた分は、2016年1月9日（土)の納

品予定となります。

 
[外部ストア連携]
年内の申請受付日は、2015年12月22日(火)までとなります。

 
※上記期日までにお申し込みいただいても、確実に年内に

　　本がストアに配信される保証はございませんことをあらかじめご了承ください。

※2015年12月23日(水)以降のお申し込みは、2016年1月4日(月)から順次配信手続きを行ってまいり

ます。

 
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



ブクログ、パブー メンテナンスのお知らせ

平素はブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
下記日程におきまして、ブクログ、パブーのメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、ブクログ及びパブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了

承ください。

 
【実施日時】

2015年12月16日(水) 14:00 〜 17:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【影響範囲】

＜ブクログ＞

PC版、スマホ版、iPhoneアプリ、Androidアプリ、Chrome拡張機能

＜パブー＞

PC版、スマホ版、Androidアプリ

 
【影響内容】

・メンテナンス中は、登録や編集等、すべてがご利用いただけない状態となります。

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。

 



消費税法改正に伴う、外部ストアでの販売価格変更について

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
このたび、2015年10月1日より、消費税法等の一部が改正され、国境を越えた役務の提供に対する消

費税の課税方式の見直しが行われます。

 
これに伴い、パブーでは外部ストア（Amazon Kindleストア、楽天Kobo）の販売価格について、以下

の通り対応させて頂くこととなりましたので、ご案内いたします。

 
◎外部ストアでの本の販売価格

ご設定頂いている「本の販売価格」に、消費税8%を付加した価格となります。

 
※すでに配信中の本につきましては、10月1日以降順次、消費税8%を付加した価格を反映いたします

。

※今回の変更でお客様側で行って頂く作業や申請はございません。

※パブー上での販売価格に変更はございません。

 
◎販売手数料

変更はございません。

 
本件に関しまして、ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください

。

 
今後ともパブーをどうぞよろしくお願いいたします。



シルバーウィーク期間中のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
シルバーウィーク期間中のサポート業務につきまして、下記の通りとさせていただきます。

 
[ お問い合わせ対応の休止期間 ]
 
2015年9月18日(金) 19:00 から 2015年9月23日(水) 終日

 
※ 上記期間中にお問い合わせいただいた場合、

　　2015年9月24日(木) 以降のご返信となりますので、あらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては、通常通り24時間対応いたします。

 
また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、下記にてご案内しております

ので、

ご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

 
▼シルバーウィーク期間中のオンデマンド印刷、外部ストア連携につきまして

http://p.booklog.jp/book/385/page/2734278
 
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



【完了】おさいぽ！メンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
下記日程におきまして、決済代行サービス「おさいぽ！」のメンテナンスが実施されます。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

 
【実施日時】

2015年9月15日(火) 午前2:00 〜 午前10:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【影響内容】

メンテナンス中は、パブーでの本の閲覧や作成等、すべてがご利用いただけない状態となります。

（Androidアプリも含む）

 
※詳細に関しましては、おさいぽ！のお知らせでもご確認頂けます。

■「おさいぽ！」-ネットのおさいふ- サーバーメンテナンスのお知らせ 
http://osaipo.jp/info/mainte/id/245/
 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。

 
■追記 9/15 10:14
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。

 

http://osaipo.jp/info/mainte/id/245/


シルバーウィーク期間中のオンデマンド印刷、外部ストア連携につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
シルバーウィーク期間の休業に伴い、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付が

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

 
[オンデマンド印刷]
※納品予定日が下記の通り変更となります。

・2015年9月13日(日)までにご注文 → 2015年9月19日(土) 発送予定

・2015年9月20日(日)までにご注文 → 2015年10月3日(土) 発送予定

・2015年9月27日(日)までにご注文 → 2015年10月3日(土) 発送予定

 
[外部ストア連携]
※受付休止日

　2015年9月18日(金) 19:00 から 2015年9月23(水) 終日

 
※外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、

　　お申し込みいただいてもお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

※参照：パブー よくある質問

・外部ストアへの配信開始・更新・削除について教えてください。

http://p.booklog.jp/about/faq#faq_117
 
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



【解決済】Twitter連携ができない件につきまして

いつもブクログのパブーをご利用いただきありがとうございます。

 
現在、Twitterへの接続及び投稿が反映できない状態となっております。

 
只今調査と、Twitter社へ状況の確認を行っておりますが、調査等にお時間がかかることが見込まれま

すため、Twitter連携を一時停止させて頂いております。

 
進捗がございましたら、こちらのページにてご案内させて頂きます。

お客様にはご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、お待ち頂けますよう、何卒よろしくお願いいた

します。

 
なお、Twitter IDによる、パブーへのログインもできない状態となっております。

このため、Twitter IDでパブーへログインされているユーザー様におきましては、「パスワード再設

定フォーム」にてパスワードを設定のうえ、通常ログイン（ブクログIDとパスワードによるログイン

方法）をご利用頂けますようお願いいたします。

 
▼パスワード再設定フォーム

http://booklog.jp/requestpassword
※「ブクログID」と「登録メールアドレス」を入力し、パスワードをご設定ください。

 
 ■追記 8/30 0:00
 
Twitter IDによるログイン、Twitterへの接続及び投稿ができるようになったことが確認することができ

ました。

 
この度は皆様にご不便をおかけしたことお詫び申し上げます。

 
今後ともパブーをよろしくお願いいたします。

 



夏季期間中のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
夏季期間中のサポート業務につきまして、下記の通りとさせていただきます。

 
[ お問い合わせ対応の休止期間 ]
 
2015年8月7日(金) 19:00 から 2015年8月16日(日) 終日

 
※ 上記期間中にお問い合わせいただいた場合、

　　2015/8/17(月) 以降のご返信となりますので、あらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては、通常通り24時間対応いたします。

 
また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

 
[オンデマンド印刷]
※受付休止日
　2015年8月7日(金） 19:00 から 2015年8月16(日） 終日
 
[外部ストア連携]
※受付休止日

　2015年8月7日(金） 19:00 から 2015年8月16(日） 終日

 
※外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、

　　お申し込みいただいてもお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

※参照：パブー よくある質問

・外部ストアへの配信開始・更新・削除について教えてください。

http://p.booklog.jp/about/faq#faq_117
 
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。

file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/about/faq#faq_117


【解決済み】PDF・ePubファイルの生成がエラーになる不具合につきまして

平素はパブーをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

 
本日、PDF・ePubファイルの生成でエラーになる現象が発生しておりました。

現在は不具合修正が完了し、正常に生成が行えることを確認しております。

 
この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。

今後ともブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

 
 
  
 



ゴールデンウィーク期間中のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
ゴールデンウィーク期間中のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

 
[ お問い合わせ対応の休止 ]
・2015年4月29日（水） 終日

・2015年 5月4日（月） 終日 〜 2015年5月6日(水） 終日

 
※ お問い合わせ業務は 2015/5/7(木）から再開致します。

※ 通常よりご返信までにお時間がかかる場合がございますことをあらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り 24 時間対応いたします。

 
また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

 
[オンデマンド印刷]
印刷工場のGW期間の休業に伴い、納品予定日が下記の通り変更となります。

・2015年4月26日(日)までにご注文 → 2015年5月9日(土) 納品予定

・2015年4月27日(月)〜2015年5月10日(日)までにご注文 → 2015年5月15日(土) 納品予定

 
[外部ストア連携]
◆受付休止期間

2015/4/29(水） 終日 から 2015/5/6(水） 終日

 
上記受付休止期間中にお申し込みいただいた分は、2015年5月7日(木)から順次配信手続きを行ってま

いります。

また、外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、反映されるま

でにはお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

 
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。

 



年末年始のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
年末年始のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

 
[ お問い合わせ対応の休止 ]
2014/12/25 （木） 19:00 〜 2015/1/4 （日） 終日

 
※ 上記期間にお問い合わせをされた場合、

　　2015/1/5(月） 以降のご返信となりますのであらかじめご了承ください。

※ご返信までに通常よりお時間がかかる場合がございます。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り24時間対応いたします。

 
また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

 
[オンデマンド印刷]
印刷工場の年末年始休業に伴い、年内の最終受付日は2014年12月21日(日)までになります。

 
※2014年12月21日(日)のご注文分は、2014年12月27日(土)に納品予定です。

※2014年12月22日(月)以降にご注文いただいた分は、2015年1月10日（土)の納品予定となります。

 
[外部ストア連携]
年内の申請受付日は、2014年12月17日(水)までとなります。

 
※上記期日までにお申し込みいただいても、確実に年内に

　　本がストアに配信される保証はございませんことをあらかじめご了承ください。

※2014年12月18日(木)以降のお申し込みは、2015年1月5日(月)から順次配信手続きを行ってまいり

ます。

 
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。

 



【解決済み】おさいぽ！決済をご利用のお客様へ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

現在、おさいぽ！決済がご利用頂けない障害が発生しております。

このため、以下におきまして、おさいぽ！決済がご利用頂けない状況となっております。

・ブクログ プレミアム

・パブー 本の購入

・パブー プロ版

ご迷惑をおかけしますが、復旧まで今しばらくお待ち頂きますようお願いいたします。

 
[追記] 11月27日 11:35
復旧が完了いたしました。

現在は正常にご利用頂ける状態となっております。

 
この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

今後ともブクログをどうぞよろしくお願いいたします。

 



【復旧】一部の画像が表示されない障害が発生しています

■追記: 2014/08/24 19:06
 
復旧致しました。

 
前回ご報告からの進捗をご報告をいたします。

 
データセンターにて故障があったハードディスクの検証を行い、今回障害が発生したデータについて

、すべて取得することができました。

 
現在は正常にサービスがご利用頂ける状態となっております。

 
この度はご利用の皆様には大変なご心配、ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。

 
--
 
■追記: 2014/08/24 16:50
 
現在の対応状況をご報告します。

 
画像を保存しているサーバーの中のハードディスクに、故障が見つかりました。

現在、故障が見つかったハードディスク内に保存されていた画像データを、稼働中の別のハードディ

スクから復旧する作業を行っております。

 
データの復旧作業を行いながら、詳細な影響範囲を確認中ですので、分かり次第ご報告させていただ

きます。

なお、状況につきましては、6時間おきの更新を目安にご報告させていただきます。

 
ご利用いただいている皆様にはご心配、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

引き続き復旧作業を進めてまいります。

 
ご利用の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません。

 
--
 
■2014/08/24 10:32:34投稿

 



 
平素はパブーをご利用いただきありがとうございます。

 
本日、2014年08月24日（日） 02時50分頃から、一部の画像が表示されない障害が発生しており、状

況を調査中です。

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしております。

復旧に向けた対応を行っておりますので、今しばらくお待ちください。



【完了】おさいぽ！メンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

下記日程におきまして、決済代行サービス「おさいぽ！」のメンテナンスが実施されます。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

【実施日時】

2014年8月28日(木) 午前2:00 〜 午前6:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【影響内容】

メンテナンス中は、パブーでの本の閲覧や作成等、すべてがご利用いただけない状態となります。

（Androidアプリ、Chromeウェブアプリも含む）

※詳細に関しましては、おさいぽ！のお知らせでもご確認頂けます。

■「おさいぽ！」-ネットのおさいふ- サーバーメンテナンスのお知らせ

http://osaipo.jp/info/mainte/id/216/

ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします

。

 
■追記 8/28 10:00
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。

 

http://osaipo.jp/info/mainte/id/216/


夏季期間中のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
夏季期間中のサポート業務につきまして、下記の通りとさせていただきます。

 
[ お問い合わせ対応の休止期間 ]
 
2014年8月8日(金) 19:00 から 2014年8月17日(日) 終日

 
※ 2014/8/8(金) 19:00 から 2014/8/17(日) にお問い合わせいただいた場合、

　　2014/8/18(月) 以降のご返信となりますので、あらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては、通常通り24時間対応いたします。

 
また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

 
[オンデマンド印刷]
通常通り受付

 
[外部ストア連携]
※受付休止日

　2014年8月7日(木） 19:00 から 2014年8月17(日） 終日

 
※外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、

　　お申し込みいただいてもお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

※参照：パブーのお知らせ

　- 外部ストア配信の更新·削除について

http://p.booklog.jp/book/385/page/1585688
　- 【重要】Kindleストアへの配信対応状況および、更新等申請時の変更点に関しまして

http://p.booklog.jp/book/385/page/1882766
 
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



【完了】パブー メンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
6/19(木)にパブーのメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

 
【実施日時】

2014年6月19日(木) AM3:00 〜 5:00
※ 終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【メンテナンス内容】

サーバー機器の増強

 
【影響内容】

・メンテナンス中は、パブーでの本の閲覧や作成等、すべてがご利用いただけない状態となります。

　（Androidアプリ、Chromeウェブアプリも含む）

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

何卒ご了承いただけますようお願いいたします。

 
■追記 6/19 10:00
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。



暗号通信ライブラリ『OpenSSL』の脆弱性対策完了のお知らせ

平素はパブーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

 
暗号通信ライブラリ『OpenSSL』の一部バージョンで

Change Cipher Spec メッセージ処理の脆弱性が確認されました。

 
パブーにおいても、該当するバージョンの『OpenSSL』を利用しておりましたが、

本日、ライブラリの更新等対策を完了いたしましたのでお知らせいたします。

 
「OpenSSL」における Change Cipher Spec メッセージ処理の脆弱性対策について(JVN#61247051)
 
今後ともパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20140606-jvn.html


ゴールデンウィーク期間中のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

ゴールデンウィーク期間中のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

[ お問い合わせ対応の休止 ]
2014/4/29(火） 終日

2014/5/3(土） 終日 から 2014/5/6(火） 終日

※ お問い合わせ業務は 2013/5/7(水）から再開致します。

※ 通常よりご返信までにお時間がかかる場合がございますことをあらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り 24 時間対応いたします。

また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

[オンデマンド印刷]
印刷工場のGW期間の休業に伴い、2014年4月21日(月)から2014年4月27日(日)にご注文いただいた

分は、2014年5月10日(土)に納品予定です。

[外部ストア連携]
◆受付休止期間

2014/4/29(火） 終日 から 2013/5/6(火） 終日

上記受付休止期間中にお申し込みいただいた分は、2014年5月7日(水)から順次配信手続きを行ってま

いります。

また、外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、反映されるま

でにはお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。

 



【完了】消費税率変更対応に伴うメンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

以下の日程にて、パブーのメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

【実施日時】

2014年3月31日(月) 23:30 〜 2014年4月1日(火) 1:30
※ 終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

【作業内容】

消費税率変更対応に伴うシステムメンテナンス

【影響内容】

・メンテナンス中は、パブーでの本の閲覧や作成等、すべてがご利用いただけない状態となります。

（Androidアプリ、Chromeウェブアプリも含む）

ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

何卒ご了承いただけますようお願いいたします。

 
■追記 4/1 0:43
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。

 



【解決済み】パブーへ接続しづらい件につきまして

平素はパブーをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

ただ今パブーにおきまして、接続しづらい障害が発生しており、現在、調査と対応を行っております

。

ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、今しばらくお待ち頂きますようお願いいたし

ます。

 
 
[追記] 3月11日 10:55
復旧が完了いたし3ました。

現在は正常にご利用頂ける状態となっております。

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

今後ともパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

 



外部ストア特約　一部改訂のお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

この度、Kindleストアへの配信方法の変更に伴い、本日2014年3月3日付けで、

外部ストア特約の一部を改訂させていただきましたのでお知らせいたします。

これにより、ファイルの容量を超えた場合に設定できる希望小売価格をストアの基準に合わせる形と

なります。

変更箇所は下記の通りとなりますので、ご確認いただきます様お願いいたします。

 

■第６条の２（Amazon Kindleストアでの利用許諾）

（改訂前）

外部ストアのうちAmazon Services International, Inc.（以下、「Amazon」といいます。）の運営す

るオンラインストア（以下、「Amazon Kindleストア」）において配信する場合、ユーザーは、当社

及びAmazonに対し、Amazonが以下の各号のいずれかに該当する部分を、本件電子書籍又はAmazon
の運営するサービスの販売促進のために利用することを予め無償で許諾するものとします。なお、当

該許諾は、当社等に販売促進の義務を課すものではないものとします。

（改訂後）

外部ストアのうちAmazon Services International, Inc.（以下、「Amazon」といいます。）の運営す

るオンラインストア（以下、「Amazon Kindleストア」）において配信する場合、ユーザーは、

Amazonが定める「Kindleダイレクト・パブリッシング利用規約」（URL:
https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=APILE934L348N 価格設定ページ、KDPウェブサイトに掲載さ

れている、KDPデジタル自費出版および配布プログラムへの参加に関するすべての規定並びにポリシ

ー及びこれらが変更された場合は変更後の規定を含む。以下、「Amazon利用規約」といいます。）

の内容に従うことに同意するものとし、Amazon利用規約に従い、当社及びAmazonに対し、Amazon
が以下の各号のいずれかに該当する部分を、本件電子書籍又はAmazonの運営するサービスの販売促

進のために利用することを予め無償で許諾するものとします。なお、当該許諾は、当社等に販売促進

の義務を課すものではないものとします。

■第８条（本件電子書籍の希望小売価格等）

（改訂前）

2.本件電子書籍は、外部ストアにおいて、原則として、ユーザーの設定した希望小売価格にて販売さ

れます。ただし、外部ストアの運営者が、本件電子書籍の対価の全部又は一部を外部ストア利用者が



使用することのできるポイントにより回収する場合等一定の場合においては、本件電子書籍は、希望

小売価格とは異なる価格において販売されることがあるものとし、ユーザーは予めこれを承諾するも

のとします。なお、外部ストアにおける販売価格は、配信等がなされる国や地域の通貨によって販売

されることに起因して、国や地域ごとに異なる場合があります。

（改訂後）

2.本件電子書籍は、外部ストアにおいて、原則として、ユーザーの設定した希望小売価格にて販売さ

れます。ただし、外部ストアの運営者が、本件電子書籍の対価の全部又は一部を外部ストア利用者が

使用することのできるポイントにより回収する場合等一定の場合、又は外部ストアが希望小売価格に

別途要件を設定した場合においては、本件電子書籍は、希望小売価格とは異なる価格において販売さ

れることがあるものとし、ユーザーは予めこれを承諾するものとします。なお、外部ストアにおける

販売価格は、配信等がなされる国や地域の通貨によって販売されることに起因して、国や地域ごとに

異なる場合があります。

 
 

（改訂前）

3.前項に基づき本件電子書籍が、希望小売価格とは異なる価格において販売された場合においても、

本特約第１０条第２項に基づき当社がユーザーに振り込む振込金額は、希望小売価格を基準として算

出されるものとします。

（改訂後）

3.前項に基づき本件電子書籍が、希望小売価格とは異なる価格において販売された場合、本特約第１

０条第２項に基づき当社がユーザーに振り込む振込金額は、外部ストアにて販売された価格を基準と

して算出されるものとします。

 
 

（改訂前）

4.希望小売価格は、ユーザーが外部ストアを利用せずに自ら販売する際の販売価格若しくは他の電子

書籍販売事業者等に提示する希望小売価格と同一価格に設定されるものとします。Amazon Kindleス
トアにおける希望小売価格については、本件電子書籍が他のオンラインストアにおいて異なった価格

で販売されているとAmazonが判断した場合、当該販売価格を基準として、希望小売価格が自動的に

調整されることがあるものとし、ユーザーは予めこれを承諾するものとします。この場合、本特約第

１０条第２項に基づき当社がユーザーに振り込む振込金額は、調整後の希望小売価格を基準として算

出されるものとします。

（改訂後）



4.希望小売価格は、ユーザーが外部ストアを利用せずに自ら販売する際の販売価格若しくは他の電子

書籍販売事業者等に提示する希望小売価格と同一価格に設定しなければならないものとします。

Amazon Kindleストアにおける希望小売価格については、本件電子書籍が他のオンラインストアにお

いて異なった価格で販売されているとAmazonが判断した場合、当該販売価格を基準として、希望小

売価格が自動的に調整されることがあるものとし、ユーザーは予めこれを承諾するものとします。こ

の場合、本特約第１０条第２項に基づき当社がユーザーに振り込む振込金額は、調整後の希望小売価

格を基準として算出されるものとします。

 

（追加項目）

5.ユーザーは、Amazon Kindleストアにおける希望小売価格は、本件電子書籍のデータ量等を基準と

して、Amazonによって定められる要件に従って設定するものとします。ユーザーがこれとは異なっ

た希望小売価格を設定した場合には、希望小売価格は自動的にAmazon利用規約のう

ち「Amazon.co.jpでの希望小売価格の要件(JPY)」としてAmazonが定める範囲内において変更される

ものとし、ユーザーは予めこれを承諾するものとします。この場合の当社がユーザーに振り込む振込

金額は、前項の定めと同様とします。

 
 
 
本件に関しましてご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

今後ともパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

 



消費税率変更に関するお知らせ

平素はパブーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、2014年4月1日より、消費税及び地方消費税の合計税率（以下、消費税と記載します）が、

8%に変更されることとなりました。

これに伴い、パブーが提供する有料サービスの消費税率の取扱について、以下の通り対応させていた

だきますので、ご案内いたします。

◎プロ版価格表

  変更前の税込価格　  変更後の税抜価格 + 消費税（8%）　

 月額料金　  525円（税込）  500円（税抜）+ 40円

 ※月途中からのご契約の場合、月額利用料は日割り計算となります。

 
◎販売手数料

変更はありません。

 
◎オンデマンド印刷

【2014年3月23日までにご注文の場合】消費税率 5％
【2014年3月24日からのご注文の場合】消費税率 8％
※2014年3月24日以降のご注文分は2014年4月以降に決済処理を行うため、消費税率が8％となりま

すことをご了承ください。

 
サービスご利用料金自体の値上げはございません。

消費税増税分のみ、ご請求金額に反映させていただきます。

■消費税率変更に伴う注意点

・2014年4月1日以降にお支払いいただく「プロ版」のご利用料金は、消費税率8%を適用させていた

だきます。

・今後の消費税率変更に迅速に対応するため、ご利用料金の表記を税込価格から税抜価格へ変更させ

ていただきます。

　なお、パブー上で販売されている本の「販売価格」につきましては、これまでどおり『税込み価格』で表記させていただ

きます。

 
■有料で販売されている本の価格の消費税率につきまして

本の価格はお客様にてご自由に設定いただけます。

このため、お客様が販売されている本の価格について、2014年4月1日にご変更をご希望の場合、



下記のとおり販売場所ごとに、お手続きいただきますようお願いいたします。
 
【パブー上で販売している本】

2014年4月1日にお客様にて、「本の公開と価格」より「本の販売価格」をご変更ください。

※「本の販売価格」は、これまでどおり『税込み価格』にて表記させていただきます。

 
【Kindleストア /  Koboイーブックストア にて販売している本】

2013年4月1日に変更したい金額を下記フォーマットに沿って明記のうえ、

お問い合わせフォームより更新をご依頼ください。

 
【2014年4月1日変更分の受付締切】 2014年3月1日（土）まで

※反映は各ストアが作業を行いますため、処理の状況等により2014年4月1日 午前0時ちょうどに変更

されることは難しい場合がございますことをあらかじめご了承ください。

※2014年3月2日以降も変更は承っております。
----------------------------------------------
【本のタイトル】

【本のURL】
【販売ストア名】

【変更後の本の価格】

----------------------------------------------

本件に関しまして、ご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください

。

今後ともパブーをどうぞよろしくお願いいたします。



【追記あり】Windows8.1 及び、 Internet Explorer 11 への対応につきまして

平素よりブクログのパブーをご利用いただき、ありがとうございます。

 
Microsoft社より提供が開始されている、「Windows8.1」及び「Internet Explorer 11」におきまして、

パブーの「ページの作成・編集」で入力ができない事象を確認しており、現在動作確認を行っており

ます。

 
なお、動作確認が完了し、ご利用が可能になりましたら、こちらのお知らせにて

改めてご案内させていただきますので、大変恐れ入りますが、動作確認・対応ができるまでは

「Windows8.1」及び「Internet Explorer 11」のご利用をお控えいただき、

他のブラウザ（Firefox、Google Chrome）のご利用をご検討いただければ幸いでございます。

 
お客様にはご不便をおかけいたしますが、 何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

 
[追記] 2014年2月17日(月) 12:30
対応作業が完了いたしました。

なお、ご利用いただくにあたり、以下の点についてご注意いただきますようお願いいたします。

 
【ご注意事項】

・Windows8、Windows8.1をご利用の場合、『デスクトップUI』にてご利用ください。

・フォントタグ（文字サイズなど）使用時の動作が変更されているため、表示が異なることがござい

ますことをご了承ください。

[追記] 2014年2月25日(火) 12:00ルビに関するタグの反映を確認いたしました。

 
 
長らくお待たせし申し訳ございませんでした。

今後ともパブーをどうぞよろしくお願いいたします。



【Kindleストア連携での販売料率変更】 内容一部変更のお知らせ

平素はパブーをご利用いただき誠にありがとうございます。

 
1月24日(金)にご案内いたしました、『Kindleストア連携での販売料率の変更に関するお知らせ』に関

しまして、内容が一部変更になりましたので改めてお知らせいたします。

◆変更内容

・Kindleストアへ配信する有料本の売上料率

　　【現在】販売価格の『35%』

　　【変更後】販売価格の『30%』

◆変更理由

・Amazon社が提示する契約条件の変更に伴い、Kindleストアへの配信方法の変更及び、弊社が受け

取る料率が変更となったため。

◆開始時期 
・2014年2月1日(土)以降にKindleストアで販売された分から適用となります。

※2014年1月31日（金）以前に配信開始された本も料率変更の対象となります。 
※Kindleストアでの売上は、毎月末に締まり、翌々月に「入出金管理」にてご報告となりますので、

　 今回の変更は、2ヶ月後の2014年4月にご確認いただけます。

また、今回の変更により、2014年1月30日以前に配信した作品のKindleストアでのURLが変更となり

ます。

変更に際し、お客様に行っていただく作業等はございませんが、本の宣伝等にKindleストアでのURL
をご利用の際にはご注意ください。

度重なる変更等にて、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。



Kindleストア連携での販売料率の変更に関するお知らせ

平素はパブーをご利用いただき誠にありがとうございます。

Kindleストアへ配信する有料本の売上料率につきまして、この度、下記のとおり変更させていただく

こととなりましたのでお知らせいたします。

突然の変更でご迷惑おかけし誠に申し訳ございません。

 

◆料率

・【現在】販売価格の『35%』

・【変更後】販売価格の『25%』

※取次から弊社への入金が販売金額の25%で、

　その料率をユーザー様にそのままお戻しするようになります。

 
◆開始時期

・2014年2月1日(土)以降にKindleストアで販売された分から適用となります。

※2014年1月31日（金）以前に配信開始された本も料率変更の対象となります。

※Kindleストアでの売上は、毎月末に締まり、翌々月に「入出金管理」にてご報告となりますので、

　今回の変更は、2ヶ月後の2014年4月にご確認いただけます。

 
また、この度の経緯につきましてご案内させて頂きます。

 
現在、パブーからKindleストアへの配信は取次会社を通じて行っており、有料の本がストアで売れた

場合、パブーからお客様へ販売価格の35%をお支払いしております。

 
この取次会社とKindleストアを運営するAmazon社との契約内容に変更が生じ、2014年1月20日に、

料率の変更とその開始時期が2014年2月に正式決定したとの報告を受けました。

 
これを受け、弊社といたしましてもユーザー様へ出来る限りご迷惑のかからないよう、取次会社に

対し、開始時期の調整を提案するなど交渉してまいりましたが、

残念ながらAmazon社が提示する契約条件の変更を受け容れざるを得ないとの結果に至りました。

突然の変更でご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。

 
なお、引き続き、対応中のパブーでのePubファイル生成システムの改修や、魅力あるサービスの提

供に取り組み、より多くのお客様にご満足いただけるよう努めてまいりますので、何卒ご理解を賜り



ますようお願い申し上げます。

 
[追記]1月31日 11:28
料率について変更となりました。以下をご覧ください。

http://p.booklog.jp/book/385/page/2095574 

http://p.booklog.jp/book/385/page/2095574


Koboイーブックストアでの更新処理につきまして

平素よりブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
現在、Koboイーブックストアにおきまして、更新処理が出来ない状態となっております。

ストア側にてシステムが復旧次第、更新処理が再開の予定でございます。

※新規での配信につきましては、通常通り処理が行われております。

 
お客様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、復旧までお待ち頂きますようお願いいた

します。



【解決済み】自作ePubファイルをご利用のお客様へ

平素よりブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
MOBIファイルへの変換処理におきまして、ePub3形式（一太郎 承・玄で書き出したePub含む）で文

字化けを起こす不具合を確認し、修正いたしました。

 
この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。

今後ともブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。



【解決済み】クレジットカード決済をご利用のお客様へ

平素はブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
本日、2014年01月21日（火） 09時15分頃から、クレジットカード決済が出来ない現象が発生してお

ります。

 
お客様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、復旧まで、今しばらくお待ち頂きますよ

うお願いいたします。

 
 
[追記] 1月21日 15:13
復旧が完了いたしました。

現在は正常にご利用頂ける状態となっております。

 
この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

今後ともブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。



年末年始のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

年末年始のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

[ お問い合わせ対応の休止 ]
2013/12/27 （金） 19:00 〜 2014/1/5 （日） 終日

※ 上記期間にお問い合わせをされた場合、

　　2014/1/6(月） 以降のご返信となりますのであらかじめご了承ください。

※ご返信までに通常よりお時間がかかる場合がございます。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り24時間対応いたします。

また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

[オンデマンド印刷]
印刷工場の年末年始休業に伴い、年内の最終受付日は2013年12月22日(日)までになります。

 
※2013年12月22日(日)のご注文分は、2013年12月28日(土)に納品予定です。

※2013年12月23日(月)以降にご注文いただいた分は、2014年1月11日（土)の納品予定となります。

[外部ストア連携]
年内の申請受付日は、2013年12月18日(水)までとなります。

※上記期日までにお申し込みいただいても、確実に年内に

　　本がストアに配信される保証はございませんことをあらかじめご了承ください。

※2013年12月19日(木)以降のお申し込みは、2014年1月6日(月)から順次配信手続きを行ってまいり

ます。

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



【重要】Kindleストアへの配信対応状況および、更新等申請時の変更点に関しまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

また、この度はKindleストアへの配信について、長らくお待たせしており誠に申し訳ございません。

現在の対応状況ならびに、更新・削除・再配信申請時の変更点についてご案内申し上げます。

（１）現在の対応状況に関しまして

ストア側より、ガイドラインの厳格な遵守や、作品ファイルのクオリティについて

改善を求められており、配信開始までに1ヶ月程度かかる状態にございます。

この改善要求を受け、パブーでは以下の対応を行っております。

●パブーでのePubファイル生成システムの改修

ガイドラインに沿った形のePubを書き出すよう、システムの改修を行います。

この改修は年内での完了を予定しております。

●中身を含む作品ファイルのクオリティチェック

配信中の本すべてに対し、作品ファイルのクオリティチェックを行い、

改善箇所がある作品については著者様へ個別にご連絡しております。

多数の作品がございますが、順次確認作業を行い、出来る限り早くご連絡出来るよう努めております

ので、

恐れ入りますがお待ち頂きますようお願い申し上げます。

※現在のところ、クオリティチェックは12月中旬頃までかかる見込みとなっております。

※お問い合わせによる個別のご回答は承りかねますことを何卒ご了承ください。

（２）更新・削除・再配信申請時の変更点に関しまして

これまで、内容の加筆などでも更新を承っておりましたが、ストア側からの要請もあり、

今後は更新の受け付けが可能な申請は以下2点とさせて頂きます。

・重大な間違い、購入者に損益を被る可能性のある内容(誤字を除く)
・落丁がある場合

なお、誤字修正による更新申請も受け付けは可能ですが、月末に取りまとめ

翌月15日までに取次会社を通じてストアへ申請する流れとさせて頂きますことをご了承ください。



翌月15日までに取次会社を通じてストアへ申請する流れとさせて頂きますことをご了承ください。

連携を設定前にご自身で誤字がないか、作品のご確認をお願いいたします。

また、原則的に「完成した本」をご申請頂きますよう重ねてお願い申し上げます。

ご利用の皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、

何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。



【重要】【追記あり】Kindleストアへの配信について

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
現在、パブーからAmazon Kindleストアへ配信中の作品におきまして、

表紙画像に本のタイトルと著者名が記載されていない、

本文中の誤字脱字など、「表紙」や「中身」が販売基準を

満たしていないとの指摘を受けております。

 
これに伴い、弊社が問題ないと確認した作品以外につきましては、

2013年11月11日（月）から12日（火）に一時配信が停止されることとなりました。

 
なお、配信が停止となった作品は配信お申込み頂いた順に確認し、

著者様へは個別に改善方法等、詳細についてご連絡いたしますので、

大変恐れ入りますが、お待ち頂きますようお願いいたします。

※直接お問い合わせ頂きましてもご案内出来かねますことを何卒ご了承ください。

 
また、弊社からの連絡が届いた対象ユーザー様は、お手数ではございますが、

詳細をご確認のうえ、改善を行って頂き、再度Kindleストアへの連携お手続きをお願いいたします。

 
この度は急なご案内となり、ご利用の皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんが、

何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 
[追記]11月11日 18:00
Amazon社から来ている指摘を元に作成したガイドラインを公開いたしました。

詳しくは下記ページをご覧ください。

 
▼パブー マニュアル

- Kindleストアのコンテンツガイドラインについて

http://p.booklog.jp/book/378/page/2011166
 
[追記]11月15日 11:30
反映に遅れが生じており、13日(水)以降に一時配信停止される場合もございます。

なお、配信が停止となった作品の改善方法等、詳細につきましては、既にご案内のとおり、

配信お申込み頂いた順に確認し、著者様へ個別にご連絡いたしますので、

大変恐れ入りますが、お待ち頂きますようお願いいたします。

http://p.booklog.jp/book/378/page/2011166


外部ストアで配信中の本が、配信停止になっている件につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

外部ストアで配信中の一部の本におきまして、現在、配信停止となっている場合があり、原因の確認

を行っております。

 
なお、判明した作品から順次、ユーザー様個別にご連絡させて頂きますので、大変恐れ入りますが、

お待ち頂きますようお願いいたします。

本件に関しましてご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 
◆パブー お問い合わせフォーム

https://p.booklog.jp/about/inquiry
 
今後ともパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

https://p.booklog.jp/about/inquiry


本の編集画面をリニューアルします

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
現在、ページの作成・編集でご利用いただいてる本文の編集画面のリニューアルを予定しています。

 
■変更日

8月22日（木） AM 11:00
 
■主な変更点

ボタンのデザイン

HTML編集のビューのデザイン

■現在のエディタのデザイン

■新しいエディタのデザイン



 
本件に関しましてご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

◆パブーお問い合わせフォーム

https://p.booklog.jp/about/inquiry

今後ともパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

 
[追記]
2013年8月23日 16:20
新エディタへの変更が完了しました。

尚、この変更にともない以前のエディタで書き出されていたHTMLとは一部変更されています。 
現状、ルビに関するタグが反映されていない現象を確認しており、現在調査中です。

お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。

https://p.booklog.jp/about/inquiry


夏季期間中のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

夏季期間中のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

[ お問い合わせ対応の休止期間 ]

2013年8月9日(金) 19:00 から 2013年8月18日(日) 終日

※ お問い合わせ業務は2013年8月19日(月)から再開いたします。

※ 通常よりご返信までにお時間がかかる場合がございますことをあらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては、通常通り24時間対応いたします。

また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

[オンデマンド印刷]
通常通り受付

[外部ストア連携]
※受付休止日

　2013年8月7日(水） 19:00 から 2013年8月18(日） 終日

※外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、

　　お申し込みいただいてもお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

※参照：パブーのお知らせ

　- 外部ストア配信の更新·削除について

http://p.booklog.jp/book/385/page/1585688

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



puboo × designclune スペシャルキャンペーン　今だけ！あなたのオリジナルブック
カバーデザインを特別価格で作ろう！

書籍にとって大事な表紙。その表紙をデザイナーに作ってもらいませんか？

今回のキャンペーンは、オンラインでデザイナーに制作を依頼できるサービス「designclue(デザイ

ンクルー)」さんにご協力いただき、特別価格で電子書籍の表紙デザインを制作することができます

。

通常は、149ドル（約14,900円）のところを期間限定7月25日まで99ドル（約9,900円）でデザインを

依頼することができます！

ぜひ、自信作の電子書籍に、ちゃんとしたデザイナーに作ってもらった表紙を飾りたい！という方は

ご参加ください！

■puboo × designclune スペシャルキャンペーン　今だけ！あなたのオリジナルブックカバーデザ

インを特別価格で作ろう！

http://booklog.jp/special/designclue/

http://booklog.jp/special/designclue/


公職選挙法の改正に伴う利用規約改定のお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

2013年5月26日「公職選挙法の一部を改正する法律」が施行され、インターネットを利用した選挙運

動が解禁されることに伴い、パブーにおいても、利用規約の一部を変更いたします。

具体的な変更内容は以下の通りです。

■改定予定日

2013年6月27日(木)

■改定内容

---------------------------------------------

第14条（禁止事項）

▼変更前

29．その他、当社が不適切と判断する行為

▼変更後

30．その他、当社が不適切と判断する行為

---

▼追加条項

29．公職選挙法に違反する行為

---------------------------------------------

第15条（本規約違反等への対処）

▼変更前

2．前２項の規定は、当社にユーザーの行為を監視する義務、及び前項の定める措置を講ずべき義務

を課すものではありません。当社が前項に定める措置を講じなかったことによりユーザー又は第三者

が被った損害について、当社は一切その責任を負わないものとします。

3．当社が本条第1項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関して、当社は一切そ



3．当社が本条第1項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関して、当社は一切そ

の責任を負わないものとします。

▼変更後

2．前項にもかかわらず、次の各号に定める場合、当社は、ユーザーが本サービスを通じオンライン

上に掲載した情報の全部または一部を削除できるものとします。この場合、当社が事前または事後に

合理的と判断する手段により通知を行うものとします。

ⅰ．他の本サービスのユーザーまたは第三者から、ユーザーが本サービスを通じオンライン上に掲載

した情報等により自己の権利等が侵害されたとして、当社に対し当該情報等の全部または一部の送信

防止措置申し出がなされた場合において、当社からユーザーに対して、回答期限を定めて意見を照会

したにもかかわらず、回答期限を経過してもユーザーが当社に対し、当社が定める方法により何らの

回答をも行わない場合

ⅱ．特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成十三年

十一月三十日法律第百三十七号）第３条の２第２号に定める申出が当社に対してなされた場合にお

いて、ユーザーが、公職選挙法第１４２条の３第３項に規定する「電子メールアドレス等」を、同項

又は同法第１４２条の５第１項の定めに従って表示していないと弊社が判断した場合

ⅲ．前２号により当社が削除した情報の全部または一部をユーザーが再度掲載した場合

3．当社が本条第1項ないし第２項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関して、

当社は一切その責任を負わないものとします。

---------------------------------------------

以上が改定内容の詳細となります。

ご確認の上、ご不明な点などございましたら、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

今後ともパブーをよろしくお願いいたします。

https://p.booklog.jp/about/inquiry


ゴールデンウィーク期間中のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

ゴールデンウィーク期間中のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

[ お問い合わせ対応の休止 ]
2013/4/29(月） 終日

2013/5/3 (金） 終日 から 2013/5/6(月） 終日

※ お問い合わせ業務は 2013/5/7(火）から再開致します。

※ 通常よりご返信までにお時間がかかる場合がございますことをあらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り 24 時間対応いたします。

また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。

[オンデマンド印刷]
印刷工場のGW期間の休業に伴い、2013年4月22日(月)以降にご注文いただいた場合、

2013年5月11日(土)に印刷した本がお手元に到着予定となります。

[外部ストア連携]
カレンダー通りの受付となります。

※受付休止日

　2013/4/29(月） 終日

　2013/5/3 (金） 終日 から 2013/5/6(月） 終日

※外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、

　　お申し込みいただいてもお時間がかかりますことをあらかじめご了承ください。

※参照：パブーのお知らせ

　- 外部ストア配信の更新·削除について

http://p.booklog.jp/book/385/page/1585688

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



外部ストア配信の更新·削除について

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

現在提供しています、外部ストア配信機能についてお知らせをいたします。

パブーは電子書籍を作りながら公開·販売ができるサービスですが、外部ストア（Koboイーブックス

トア、Kindleストア）についてはパブーとは違い、完成した電子書籍を販売する場所となっており

ます。

そのため、極力執筆が完了している本をご申請いただけますよう、ご協力何卒お願いします。

また、外部ストアでの配信開始、更新、削除についてはストア側で対応が必要なため、お申し込みい

ただいてもお時間をいただいてる場合がございます。

あしからずご了承ください。

そのため、大変ご不便をおかけしますが、

外部ストア配信を申請される際に以下ご注意いただけますようお願いします。

·本が完成してるかご確認ください。

·本の概要文は、申請前に必ずご確認いただけますようお願いします。

·ePubに表紙が設定されているか、また最新のePubになっているか必ずご確認ください。

·Kindleに関して、実機での見え方を確認する場合はAmazon社が配布しているKindle Previewerでご

確認ください。

また、内容の改訂などがあった場合には更新を受け付けております。

その際は、お問い合わせフォームに以下の申請内容をご記入の上、ご連絡をお願いします。

·本のタイトル

·本のURL(http://p.booklog.jp/book/[数字])
·変更箇所

·変更理由

何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。

http://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000765261
https://p.booklog.jp/about/inquiry


外部ストア特約を一部変更いたしました

いつもパブーをご利用いただきありがとうございます。

外部ストア連携での販売件数、販売代金の報告について、KindleストアもKoboイーブックストアと同

様に翌月末日までに報告を予定しておりましたが、ストアから翌月末日時点までに確定した売上報告

を受けることが難しくなったため、4月2日に外部ストア特約を一部改訂させていただきました。

主な改定箇所は下記のとおりです。

----------------------------
第９条（報告）

１．当社は、ユーザーに対し、毎月末日を締め日として、当月分の外部ストアにおける電子書籍の販

売件数、販売代金、次条に規定する利用料金を翌月末日までに管理画面上において表示して報告（

以下、「報告」といいます。）します。

↓

第９条（報告）

１．当社は、ユーザーに対し、毎月末日を締め日として、当月分の外部ストアにおける電子書籍の販

売件数、販売代金、及び次条に規定する利用料金（以下、「販売件数等」といいます。）を翌月末日

までに管理画面上において表示して報告（以下、「報告」といいます。）します。ただし、Amazon
Kindleストアに関する報告は、締め日の属する月の翌々月末日までに行うものとします。

----------------------------

ご案内が遅れたこと申し訳ありません。

本件に関しましてご不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

◆パブーお問い合わせフォーム

https://p.booklog.jp/about/inquiry

今後ともパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

https://p.booklog.jp/about/inquiry


【重要】外部ストア連携での受付けする書籍について

いつもパブーをご利用いただきありがとうございます。

本日は、外部ストア連携の配信ついてお知らせがあります。

外部ストア連携で配信しているKindleストアの販売基準により、小説など文字の本で文章が画像化さ

れている本の販売が出来なくなります。

それにともない、画像化されている本は外部ストア連携いただいても、Kindleストアで販売できない

ため、お断りさせていただく場合がございます。マンガ、絵本、写真集などの画像が主の本について

は問題はございませんので、引き続き配信させていただきます。

また、既に配信されている本でもKindleストアの判断で販売停止になる場合がございます。

そのため、画像化されたものについては、リフロー型（文字を流し込んだもの）に変更して配信をお

願いします。

■横書き作品の場合

元のテキストを、パブーのエディタを使って流し込みください。

本の作り方については詳細はマニュアルをご覧ください。

本をつくる（マニュアル）

http://p.booklog.jp/book/378/chapter/688

■縦書き作品の場合

現在、パブーでは縦書きのePubの生成が出来ません。

横書き作品で作成いただくか、以下のツールをご案内しています。

以下のツールで縦書きのePUbを作成し、本のページの「PDF·ePub更新」のメニューから「自

作PDF·ePubのアップロード」を選択してePubをアップロードしてください。ePubのアップロード

方法の詳細はこちらをご覧ください。

一太郎2013玄（30日間体験版有）

http://www.justsystems.com/jp/products/ichitaro/

ライブドアブログ(ePub書き出し機能、月額315円の有料プラン。最初の30日間無料）

http://blog.livedoor.com/guide/ebook.html

こちら急な変更となりご迷惑をおかけしております。

http://p.booklog.jp/book/378/chapter/688
http://p.booklog.jp/book/378/page/376439
http://www.justsystems.com/jp/products/ichitaro/
http://blog.livedoor.com/guide/ebook.html


こちら急な変更となりご迷惑をおかけしております。

何卒、ご理解頂けますようよろしくお願いいたします。



プロ版外部ストア配信について

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

本日は、パブーのプロ版外部ストア配信についてお知らせが２つあります。

先日お伝えしました、GooglePlayブックスへの配信開始を2月とお伝えしていましたが、配信フォ

ーマットの調整等の影響で延期させていただきます。

お待ち頂いてた方に誠に申し訳ありません。

皆様に、機能を提供できるよう準備を進めてまいります。

開始時期が決まりましたら改めて、ご案内いたします。

今しばらく、お待ち頂けますようお願い申し上げます。

また、もう一つお知らせがございます。

現在、KoboイーブックストアとKindleストアへの配信ができる本の冊数ですが、1ストアあたり5冊
までとなっていましたが、冊数を10冊まで配信できるように変更いたします。

開始予定は、3月26日を予定しております。

パブーのプロ版を皆様により使いやすくしていきたいと考えております、パブーのプロ版を何卒よろ

しくお願いします。

http://info.booklog.jp/?eid=569


一太郎2013 玄 ×ブクログのパブー　「電子出版デビュー応援！キャンペーン」：鮮烈！
デビューキャンペーン〜プロの表紙で作家の道へ〜

一太郎2013玄をお使いの方で、2013年3月31日までに電子書籍を公開のうえ応募された方の中から、

抽選で5名様にお祝いを進呈！

お祝いとは、プロの漫画家・イラストレーターがあなたの作品の表紙デザインを描いてくれる権利

です。

5名のうち、どの方が描いてくれるかは当選してからのお楽しみです。

ぜひ、この機会に応募して、あなたの作家デビューに華を添えてみては？

【期間】

2013年2月8日（金）〜2013年3月31日（日）

【5名の漫画家・イラストレーター】

佐藤秀峰

簡単にオンラインブックを作成、配信できる「漫画 on Web」の運営

をしてます。1973年 12月8日生まれ　北海道出身 有限会社佐藤漫画製

作所 代表

代表作　「海猿」「ブラックジャックによろしく」など

連載中作品 「特攻の島」「Comic Sato」

漫画 on Web

もとやままさこ

東京・神奈川を中心にイベント参加など活動中。

お話がでてきそうな世界を描きたいなと心がけております。

ギフト絵本の挿絵など、描かせていただいております。

kotkotri(HP)

丸本チンタ

2011年から丸本チンタとして活動。

http://mangaonweb.com/welcome.do
http://kotkotri.moo.jp/


育児漫画から成人漫画までなんでも描いています。

子育て忍者

萱島雄太（かやしまゆうた）

イラストレーター&漫画家。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒

。「ブクログのパブー」にて縦スクロールコミック「西遊少女」を配

信中。 
また、展示などの活動も行っており、2013年6月までメキシコのカリ

ージョヒル美術館にてデジタル絵巻物「浮世離絵詞」を展示中。

萱島雄太 | YUTA KAYASHIMA(HP)

泉雅史

1982年東京都生まれ。武蔵野美術大学視覚伝達デザイン学科卒。6年
間のデザイン事務所勤務をへて2011年よりフリーのイラストレーター

として活動中。背景に物語が感じられるような、次のワンシーンを想

像できる絵を描いていきたいと思っています。

Izumi Masashi Illustration

【商品】

オリジナル表紙データ（抽選で5名様）

※当選者の方には個別でご連絡いたします。

※表紙を描いてもらいたい漫画家・イラストレーターの方は選ぶことはできません。

【応募資格】

一太郎2013玄をご購入いただき、一太郎認証後、

キャンペーン期間中に、ご自身のオリジナル作品をパブー上に公開された方

※作品は一太郎で作成された作品以外でも可能です

【応募方法】

1. Justアカウントに一太郎2013玄シリーズを製品登録していただきます。

2. パブーにログインいただき、一太郎連携設定画面にてJustアカウントの認証をしてください。

http://chinta0009.blog.fc2.com/
http://boiledscope.com/
http://www.izumi-masashi.com


　「一太郎2012承」の認証を既にされている方は「再認証」を押して、おなじJustアカウントで認証

をお願いします。

3. パブーにて表紙を作って欲しい作品を3月31日（日）までに投稿いただき、応募フォームから応募く

ださい。

鮮烈！デビューキャンペーン〜プロの表紙で作家の道へ〜応募フォーム

【注意事項】

作品を投稿いただいただけでは抽選の対象となりません。応募フォームから必ずご応募ください。

応募いただく本はパブーで無料公開をお願いします。また、表紙適用後も無料での公開をお願いし

ます。

プレゼントの表紙はパブーでのみご利用いただけます。

JUSTアカウント認証時に、クレジットカードの登録が必須となります。

当選された際、ご登録いただいた電子メールアドレスにご連絡いたします。また、当選内定時に本人

確認書類（保険証、免許証、パスポート）の写しをご提出お願いしています。

https://booklog.jp/offer/91


一太郎2013 玄 ×ブクログのパブー　「電子出版デビュー応援！キャンペーン」：特命！
ステップアップキャンペーン　特命２

2013年2月8日より、日本語ワープロ『一太郎』でおなじみジャストシステムと共同キャンペーン「

電子出版デビュー応援！キャンペーン」を実施しています。

そのキャンペーンの『特命！ステップアップキャンペーン（応募者全員プレゼント）』では応募者全

員に電子書籍出版をより手軽に行っていただける3つの特典をプレゼントいたします。

その中の特典の1つとして、一太郎2013玄をお使いの方で、一太郎連携設定でJUSTアカウントを認

証をいただいた方は、一太郎で書き出したEPUBを無料で公開することができます。

以下の手順でＪＵＳＴアカウントを認証し、電子出版デビューしてみはいかがでしょうか？

【期間】

2013年2月8日（金）〜2014年3月31日（月）

特命2:JUST アカウント認証方法
1. パブーにログインして、一太郎連携設定をおこなってください。

パブーに登録されていない方はユーザ登録を先に行ってください。

2. 一太郎連携設定で、『一太郎2013 玄』を登録しているJUST アカウントの登録メールアドレスの連

携設定を行ってください。

一太郎2013 玄のユーザ登録がまだの方は、ユーザ登録を行ってください。

3. 連携が完了したら、一太郎2012 玄で書き出したePubのアップロードを行うことができます。ePub
のアップロード方法についてはこちらをご覧ください。

【注意事項】

お申し込みは、クレジットカード登録が必須となります。

http://www.ichitaro.com/
https://p.booklog.jp/setting/external
https://p.booklog.jp/signup
http://www.justsystems.com/jp/service/onl/nprd_main.html
http://p.booklog.jp/book/378/page/376439


一太郎2013 玄 ×ブクログのパブー　「電子出版デビュー応援！キャンペーン」：特命！
ステップアップキャンペーン　特命３

2013年2月8日より、日本語ワープロ『一太郎』でおなじみジャストシステムと共同キャンペーン「

電子出版デビュー応援！キャンペーン」を実施しています。

そのキャンペーンの『特命！ステップアップキャンペーン（応募者全員プレゼント）』では応募者全

員に電子書籍出版をより手軽に行っていただける3つの特典をプレゼントいたします。

その中の特典の1つとして、一太郎2013玄をお使いの方で、一太郎連携設定でJUSTアカウントを認

証をいただいた方は、月額525円でご提供しているパブー プロ版を3ヶ月無料でご利用いただくこと

ができます。

ぜひ、パブーのプロ版を使って、色々なストアで販売して電子出版デビューしてみてはいかがでしょ

うか？

【期間】

2013年2月8日（金）〜2014年3月31日（月）

パブー プロ版について
パブーのプロ版は、「Kindleストア」「Koboイーブックストア」などの電子書籍ストアでも簡単に

本を販売できる機能など、より便利にパブーをご利用いただけるプランです。

パブーのプロ版

特命3：パブープロ版3ヶ月無料お申し込み方法
1. パブーにログインして、購入・支払い設定を開き、クレジットカード番号の入力をおこなってくだ

さい。

パブーに登録されていない方はユーザ登録を先に行ってください。

2. 一太郎連携設定で、『一太郎2013 玄』を登録しているJUST アカウントの登録メールアドレスの連

携設定を行ってください。

一太郎2013 玄のユーザ登録がまだの方は、ユーザ登録を行ってください。

3. 連携が完了したら、プロ版が3ヶ月無料でお使いいただけるようになります。

パブーのプロ版の使い方は、以下のマニュアルをご覧ください。

プロ版について（マニュアル）

【注意事項】

3ヶ月無料のお申し込みは、クレジットカード登録が必須となります。また、おさいぽの登録をいた

だいても本特典はご利用いただけません。

http://www.ichitaro.com/
http://p.booklog.jp/about/pro
https://p.booklog.jp/setting/purchase
https://p.booklog.jp/signup
https://p.booklog.jp/setting/external
http://www.justsystems.com/jp/service/onl/nprd_main.html
http://p.booklog.jp/book/378/chapter/43214


申込完了後の無料期間のご確認は、プロ版設定でご覧いただくことができます。

既にパブーのプロ版をご利用の方は、対象外となっております。ご了承下さい。

https://p.booklog.jp/setting/pro


この本を贈る機能終了のお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

ネットサービス『ギフポ』の終了に伴い、この本を贈る機能が2012年12月25日（火）24時で終了い

たします。（パブーでは、当日15時に「この本を贈る」のリンクが無くなります）

なお、ギフポが終了しても本機能を利用して贈られた電子書籍は読むことが可能です。

ギフポ終了についての詳細は以下をご覧ください。

http://gifpo.jp/

短い間でしたが、ご利用いただき、誠にありがとうございました。

http://gifpo.jp/


年末年始のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

年末年始のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

[ お問い合わせ対応の休止 ]
2012/12/27 （木） 終日 〜 2013/1/3 （木） 終日

※ 上記期間にお問い合わせをされた場合、

　　2013/1/4(金） 以降のご返信となりますのであらかじめご了承ください。

※ご返信までに通常よりお時間がかかる場合がございます。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り24時間対応いたします。

また、オンデマンド印刷及び、外部ストア連携の受付につきましては、

以下の通りとなりますので、ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

[オンデマンド印刷]
印刷工場の年末年始休業に伴い、2012年12月24日(月)以降にご注文いただいた場合、

2013年1月12日（土)に印刷した本がお手元に到着予定となります。

[外部ストア連携]
年内配信受付は2012年12月21日(金)までとなっております。

※上記期日までにお申し込みいただいても、確実に年内に

　　本がストアに配信される保証はございませんことをあらかじめご了承ください。

※2012年12月22日(土)以降のお申し込みは、2013年1月7日(月)から配信手続きを行ってまいります。

※koboイーブックストアへの配信につきましては、2012年12月31日(月)まで、

　無料版でもお申し込みいただけます。

※2013年1月1日(火)より、プロ版のみのご提供となります。

※参照：パブーのお知らせ

　- Kindleストア等外部ストアへ配信できるパブーのプロ版正式版をリリース。

　http://p.booklog.jp/book/385/page/1433789

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



Kindleストア等外部ストアへ配信できるパブーのプロ版正式版をリリース。

ブクログのパブーで、AmazonのKindleストアなどの外部ストアにも作品を配信することのできる、

『プロ版』を正式リリースいたしました。

パブーのプロ版は、デザインカスタマイズ機能や、自作のPDF/EPUBファイルのアップロード機能な

どを備え、これまでβ版としてご提供しておりましたが、

この度、先日オープンしたAmazonのKindleストアが正式オープンしたことを受けて、

外部ストア連携機能にKindleストア連携を追加し、月額525円（税込）でパブープロ版・正式版とし

てリリースいたしました。

（2012年12月中は引き続きお試し価格の315円（税込み）で提供させていただきます）

今回追加されたKindleストアへの配信設定をしていただきますと、

インターネット上での書籍販売において、国内最大手のAmazon.co.jpの「Kｉｎｄｌｅストア」に、

パブーで作成した電子書籍で販売していただくことができます。

パブーだけではなく、より多くの読者に向けて公開をすることができます。

また、Amazon.co.jpのアカウントをお持ちの方には、より簡単にご購入いただくことができます。

なお、これまでご提供しておりましたkoboイーブックストアへの連携機能につきましても、

2013年1月より、プロ版のみのご提供となります。

すでに連携されている作品を含め、2012年12月末日までに配信された作品に関しましては、

引き続き配信されます。

※2013年3月までは無料版でも連携した作品の編集が可能となります。削除は随時行うことができま

す

詳しくはこちら

https://p.booklog.jp/setting/pro
http://p.booklog.jp/about/faq#faq_114


2013年1月には、更に別の外部ストアへの連携も予定しており、

その後も複数の外部サイトとの連携を進めて参ります。

なお、各連携ストアへの配信冊数は１ストアにつき5冊までとなっております。

（すでに5冊以上koboイーブックストアに連携済みの場合は引き続きすべて配信することができます

。パブーへの配信冊数は引き続き無制限）

6冊以上の外部ストアへの配信につきましては、2013年初旬公開に向けて、新プランを準備中です。

プロ版には、その他、自作PDF・ePubアプロード機能や、デザインカスタマイズ機能、

タイマー設定機能など盛りだくさん！ぜひご検討ください。

プロ版詳しくは&お申し込みはこちらから！

http://p.booklog.jp/about/pro

すでにプロ版をお申込みの方の設定はこちら

http://p.booklog.jp/about/pro
https://p.booklog.jp/setting/pro


パブーの電子書籍がKindle用フォーマット（MOBI形式）対応＆直接送信機能を搭載！

ブクログのパブーの電子書籍をKindle端末で簡単に読めるよう、

Kindle用のファイル（MOBIファイル）をダウンロードすることができるようになりました。

また、合わせて、MOBIファイルをKindle端末に直接送信する機能を搭載いたしました。

先日、発売したKindle Paperwhiteはもちろん、iOSやAndroid、PC用のKindleアプリでもご利用いた

だくことができます。

■Kindle用フォーマットMOBIファイルを生成

 
パブーで公開されているePUBから、Kindle用フォーマットMOBIファイルが生成できるようになりま

した。

お好きな本のページにて「ファイルをダウンロードする」をクリックしていただき、

ePubファイルの下のMOBIファイル生成ボタンを押していただくと、１・２分程度で、MOBIファイ

ルが生成されます。

すでに一度生成されている場合は、ダウンロードボタンが現れ、すぐにダウンロードすることができ

file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/


ますので、著者の皆様は、ぜひ一度生成してみてください。

 
 
■Kindle端末に直接送信

 
さらに、このMOBIファイルを、直接Kindle端末に送る機能もご用意いたしました。

 
（１）Kindleの設定ページMy Kindleで（puboo-mobi@p.booklog.jp）を承認済みEメールアドレスに

登録してください。

（２）送信したいKindle端末およびアプリの設定画面で

『send-to-kindle Eメールアドレス（任意のID@kindle.com）』をご確認いただきコピーしてくだ

さい。

（３）パブーのお好きな本の「Kindleに送る」ボタンから、（２）のメールアドレスを入力して送信

ボタンを押してください。

　　　　　　　　　↓↓

※２回目以降はメールアドレス入力の必要はございません。

※２つ以上のメールアドレスを設定する場合は、[設定変更]＞ kindle送信設定 からご入力ください。

※ePUBファイルが存在して、かつMOBIファイルのサイズが50MB以内の本のみご利用いただけます。

設定方法について詳しくはマニュアルをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/gp/digital/fiona/manage#pdocSettings
https://p.booklog.jp/setting/kindle
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/378/page/232862


 
 

■Kindle読もう！おすすめ作品ピックアップ

 
いまや、28000作品を超えるパブーの作品から、Kindleで読むのにおすすめな作品をピックアップい

たしました。

 
▼プロ作家の未公開作品や人気ブロガーの書き下ろしなど！

▼小栗旬・川本真琴・井筒和幸監督など無料インタビュー書籍

 
 
これからも電子書籍を読む人、書く人に喜んでいただけるようにがんばってまいります。

ぜひ、今までパブーで買われた電子書籍、無料の電子書籍をKindleでお楽しみください！

file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/books?s=8&c[]=1&c[]=3
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/books?t=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC


連載機能に、初月購読額の割引設定を追加しました

連載機能で、購読初月の割引設定が行えるようになりました。

※こちらは、パブーのプロ版(有料プラン)でのみご利用いただける機能となります。 

連載本を有料にて配信する際、初月の購読額を、任意の金額で割引設定することが可能です。

※初月以降は通常販売価格になります。

ぜひご利用ください。

▼パブープロ版のお申込みはこちらから（今なら月額525円→315円！）

http://p.booklog.jp/about/pro

http://p.booklog.jp/about/pro
http://p.booklog.jp/about/pro


連載機能が無料ユーザーも使えるようになりました！

先日リリースいたしました連載機能が、無料ユーザーでもご利用いただくことができるようになりま

した。

◆連載機能とは？

定期的な作品の公開をすることができます。

なお、連載課金は引き続きプロ版のみの機能となっており、無料連載のみが無料ユーザーでもご利用

いただくことができます。ただし、当月以前に配信されたアーカイブは課金設定をすることができま

す。

つまり、未完成の作品を無料連載で公開し、購読者が増えてきたら過去作品を有料公開ということも

できるようになっております。

■連載の流れ

まずはサンプル号を作って頂き、そのあとは設定した期間にあわせ、作品を公開していきます。

連載の作成は、通常の本をつくるのと同じ右上の「+本をつくる」から、「連載本」のタブにを選び

ご設定ください。

ぜひ、連載機能ご利用ください！

http://p.booklog.jp/book/385/page/1177109
http://p.booklog.jp/about/pro
http://p.booklog.jp/admin/create-series


コミティア/文学フリマ/コミケ出展者応援フェア！開催(11月末まで)

「パブー」で提供中の、作成した電子書籍を印刷・製本できる「オンデマンド印刷」にて、

これから年末に向けて開催されるCOMITIA（コミティア）や文学フリマ、コミックマーケットなどの即売会に合わせ、応援フェアを開

催します！

最大で、通常の１５％OFFの料金で提供させていただきます。

※期間中であれば、即売会に参加されない方もお申し込みいただくことができます。

■コミティア・文学フリマ・コミケ出展者応援フェア

期間中オンデマンド印刷をキャンペーン価格でお求めいただけます。

５０部以上印刷される方に通常価格より15%OFF、50部未満の場合は5%OFFでご提供いたします。

フェア内容：通常の印刷代金より15％OFF （50部以上印刷対象、50部未満は5%OFF）
申込締切：２０１２年１１月末日まで

対象：オンデマンド印刷をご利用の方、全員！

※１２月のコミケにもご利用いただけるように、キャンペーン期間を長めにしておりますので、配達期間を予めご確認の上、お申し込

みください。

100部以下の小部数印刷が安い！電子書籍も作れる！

パブーのオンデマンド印刷
http://p.booklog.jp/about/print

http://p.booklog.jp/about/print
http://p.booklog.jp/about/print


是非、この機会にパブーのオンデマンド印刷をご利用ください！

http://p.booklog.jp/about/print


パブーのkobo連携作品が、【7000作品】突破しました！

先日リリースいたしました、パブーからいろいろな電子書籍販売ストアへ作品を配信できるようにな

る

「外部ストア連携機能」第１弾koboイーブックストア連携につきまして、

たくさんの皆様にご利用いただきありがとうございます。

そしてこの度、連携していただいた作品が7000作品を突破いたしました！

koboイーブックストアで配信されている作品は、電子ブック「楽天kobo」で閲覧することが可能な

ため、

皆様の作品をkoboユーザーへ広く提供できるようになります。

こちらの機能は、パブーで出されている無料・有料すべての本が対象となりますので、

まだkobo連携を設定していない方は、ぜひご利用ください！

※連携設定後、配信までにお時間をいただく場合もございます。

※連載機能をご利用の場合、アーカイブのみが対象となります。

■連携はこちらから！
【一括連携設定ページ】

ログイン＞設定変更＞左サイドバー「外部ストア一括連携設定」

http://p.booklog.jp/setting/store

今後も、皆様の作品をもっと簡単に、もっとたくさんの読者の方に届けられるように、尽力してまい

ります。

ぜひ、ご利用ください！

http://p.booklog.jp/setting/store
http://p.booklog.jp/setting/store
http://p.booklog.jp/setting/store


▼外部ストア連携機能の詳細はこちらをご覧ください。

　http://p.booklog.jp/book/385/page/1192058

http://p.booklog.jp/book/385/page/1192058


「外部ストア連携機能」ができました。第1弾koboイーブックストア連携開始！

パブーで、いろいろな電子書籍販売ストアへ作品を配信できるようになる、「外部ストア連携機能」

をリリースいたしました。

「外部ストア連携機能」は、これまで個人では作品を販売することが難しかった、外部の電子書籍販

売ストアでの本の販売を、「パブー」を通じて簡単にすることができるようになる機能です。

≪外部ストア連携機能イメージ図≫

この機能により、パブーだけではなく、より多くの読者に作品を届けることができます。

■第１弾　koboイーブックストアと連携

第１弾として、「楽天 kobo（コボ）」の「koboイーブックストア」に配信することができるように

なりました。

楽天koboは国内でのリーダー販売が好調なことはもちろん、koboイーブックストアは日本を含む

世界190カ国、約900万人（2012年8月時点）が利用する電子書籍リーダー「楽天kobo」で閲覧する

ことが可能なため、電子書籍作品を国内外の「kobo」ユーザーへ広く提供できるようになります。

▼kobo連携作品が7000作品を突破いたしました！

■外部ストア連携機能について

こちらの機能は、無料・有料すべての本が対象となります。

http://p.booklog.jp/setting/store
http://p.booklog.jp/book/385/page/296413


◆無料の作品

パブーで公開している作品と同様に、koboイーブックストアでも無料で公開することができます。

◆有料の作品

有料作品につきましては、外部ストアの販売手数料によって、手数料が変動いたします。

下記設定ページより販売料率などが記載された「外部ストア特約」をご確認の上、設定をお願いいた

します。
※パブー上で販売される販売手数料、及び作者様に支払われる売上の料率に関しましては、これまでより変更はございません。

なお、koboイーブックストアへの掲載は8月中を予定しております。
（現在のステータスkobo側の配信準備中。近日より順次公開が開始されます。）

9月にパブーの本をkoboイーブックストアで特集予定となっておりますので、

今公開していただいた方は、より多くの読者を獲得する機会」が得られます。

特集における作品の選出は、外部ストア連携をしている作品が対象となりますので、ぜひお早めに連

携ください。

▲kobo Touchはこちらです。



▲koboイーブックストアではこのように配信されます。

■連携はこちらから！
【一括連携設定ページ】

ログイン＞設定変更＞左サイドバー「外部ストア一括連携設定」

http://p.booklog.jp/setting/store

【個別設定ページ】

ログイン＞マイページ＞対象の本の「編集する」＞左サイドバー「外部ストア連携」

http://p.booklog.jp/setting/store
http://p.booklog.jp/setting/store
http://p.booklog.jp/setting/store


※詳しくは、こちらのマニュアルをご覧ください。

なお、今後連携ストアが増える場合は、事前にお知らせさせていただきます。

各連携ストアでの作品掲載、販売に関する詳細は、都度ご確認いただけますと幸いです。

※連携設定後、配信までにお時間をいただく場合もございます。

※連載機能をご利用の場合、アーカイブのみが対象となります。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

■[追記] 8/23 10:20

・koboイーブックストアへの掲載につきまして

現在、koboイーブックストア側の配信待ちとなっており、近日中に順次配信されます。

お待たせしてしまい大変申し訳ございません。　

※配信が開始されました。配信準備が完了した作品から順次配信を行っております。

・「外部ストア特約」の第８条を変更いたしました。

【変更内容】価格 → 希望販売価格

【変更理由】

koboイーブックストアでは、「楽天スーパーポイント」が利用可能なため、適用した場合、パブーで

設定された金額から、ポイント利用分を割り引いた金額が「販売価格」となります。

このため、ユーザー様がパブーで設定される価格は「希望販売価格」という表示に変更させていただ

きました。

なお、パブーユーザー様の売上は、楽天ポイントが利用された場合にも、希望販売価格から手数料を

引いた金額となります。料率、お支払いする手数料とも変わりはございません。

今後も、パブーは外部ストアへの接続を進め、皆様の作品をもっと簡単に、もっと沢山の読者の方に

つなげられるよう尽力してまいります。

ぜひ、ご利用ください！

【関連するよくあるご質問】

http://p.booklog.jp/book/378/page/1192352


・「外部の電子書籍ストアに、公開した本を配信することはできますか？」

・「「外部ストア特約」の著作権の取扱いについて教えてください」

http://p.booklog.jp/about/faq#faq_106
http://p.booklog.jp/about/faq#faq_107


連載機能ができました。佐々木俊尚、豊島ミホなどが連載開始。

パブーで、マンガや小説、写真集や有料メールマガジンのような定期購読できる電子書籍を公開でき

る連載機能をリリースいたしました。

こちらは、パブーのプロ版(有料プラン)でのみご利用いただける機能となります。 

連載機能では、誰でも週刊、日刊や隔週など自由に期間を設定でき、ジャンルも自由に設定できる連

載が行えることができます。

例えば

『毎日連載の4コママンガ連載』

『ネコの写真を毎日配信する写真集』

『お役立ち情報の週刊有料メールマガジン』

等、いろんなジャンルの連載コンテンツをパブーで公開することができます！！

購読者は月額で引き落としされ、連載購読者のみ閲覧することができます。

翌月以降はバックナンバーとして販売することもでき、購読者以外や連載途中から購読し始めた方も

読むことができます。

※連載機能について詳しくは、こちらをご覧ください。

▼プロ版のお申込みはこちらから（今なら月額525円→315円！）

http://p.booklog.jp/about/pro

なお、連載機能公開にあわせて利用規約を追記いたしました。

そして、今回、連載機能開始にあたって3つ連載が開始されました！！

『佐々木俊尚のネット未来地図レポート』

佐々木俊尚

昨年「パブー」における年間ダウンロード数1位を獲得した「キュレーシ
ョンの時代」の著者・佐々木俊尚氏の人気有料メールマガジン。毎号きわ

めて濃密な特集記事に加え、ブックレビュー/ライフハック/特選キュレ

ーションなど盛りだくさんのメニューをご提供。さらには本連載限定で日

本では紹介されていない英語圏の記事をまとめて紹介しています。配信日

は毎週月曜日午後5時。激動の一週間をスタートさせるのにふさわしい知

的刺激をどうぞ。

http://p.booklog.jp/about/pro
http://p.booklog.jp/book/378/chapter/90306
http://p.booklog.jp/about/pro
http://p.booklog.jp/about/terms
http://p.booklog.jp/series/detail/6
http://p.booklog.jp/series/detail/6


『読書感想文攻略法』

豊島ミホ

2002年に新潮社主催「第1回女による女のためのR-18文学賞」にて読者賞

を受賞、榮倉奈々主演で映画化された「檸檬のころ」などの著作で知られ

る元小説家の豊島ミホがコミックに挑戦！高校生の春樹と柚子の前に突如

現れた妖精が手取り足取り読書感想文の書き方を伝授。

『西遊少女』

萱島雄太

2011年に「パブー×青空文庫 漫画コンテスト」にて大賞を受賞、2012年に

は「月刊COMICリュウ」第11回龍神賞 安彦賞を受賞した萱島雄太の書き

おろし連載がスタート！「西遊記」の登場人物をそれぞれ濃くも魅力的

なキャラクターの少女たちとして描いた、webならではの斬新スタイル

コミック。

ぜひ、連載機能を使ってパブーであなたも連載作家になってみませんか？！

▼パブープロ版のお申込みはこちらから（今なら月額525円→315円！）

http://p.booklog.jp/about/pro

http://p.booklog.jp/series/detail/5
http://p.booklog.jp/series/detail/5
http://p.booklog.jp/series/detail/2
http://p.booklog.jp/series/detail/2
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【9/9までキャンペーン中】作成した本を印刷できる、オンデマンド印刷機能ができま
した。

お待たせいたしました！

自分で作成した本を印刷し、紙の本をつくることができる、オンデマンド印刷機能をリリースいたしま

した。

印刷して、即売会などで販売やお友達に配布するのにご利用いただくのはもちろん、

普通の印刷所では難しい、1冊や10冊などの単位で印刷が可能です。

ご注文はとっても簡単！

作成した本の編集ページから、色・印刷の部数などの詳細を選択するだけで、ご試算・ご注文いただ

けます。

マイページ＞本の編集＞左サイドバー「オンデマンド印刷」　



そして、7月26日から1ヶ月間、オンデマンド印刷開始記念で、割引価格で本をつくることができるキ

ャンペーンを実施いたします！（延長して9/9まで実施します）

1冊はもちろん、10冊、20冊といった部数も、かなりお得なお値段となっております。

部数を増やすと、1冊あたりの印刷代が安くなり、さらに、今なら、キャンペーンで安くなります！

この機会をぜひお見逃しなく！

□オンデマンド印刷開始記念キャンペーン概要

 
期間：７月26日〜9月9日
内容：通常金額より割引金額でオンデマンド印刷が可能です。

割引金額：例：白黒16ページ　1,071円（通常価格）→982円（キャンペーン価格）

※価格は、白黒、ページ数などで変わりますので、まずは注文ページからご試算ください！

◆オンデマンド印刷

マイページ＞本の編集＞左サイドバー「オンデマンド印刷」　

その他、オンデマンド印刷について詳しくはマニュアルをご覧ください。

是非、ご活用下さい！

http://p.booklog.jp/book/378/page/1160754


【お知らせ】夏季期間中のサポート業務につきまして

平素はブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

夏季期間中のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

[ お問い合わせ対応の休止 ]

2012/8/10(金) 19:00 から 2012/8/19(日) 終日

※ お問い合わせ業務は 2012/8/20(月）から再開致します。

※ 2012/8/10(金) 19:00 から 2012/8/19(日) 終日にお問い合わせをされた場合、

　　2012/8/20(月) 以降のご返信となりますのであらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては、通常通り24時間対応いたします。

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



FacebookID、TwitterIDでログインができるようになりました

この度、TwitterID、FacebookIDでもパブーへログインすることができるようになりました！

既にブクログIDをお持ちの方は、「設定変更」の「Facebook設定」「Twitter設定」から、

まだブクログIDをお持ちでない方は、ログインページの「facebookでログイン」「Twitterでログイン

」から、

それぞれ設定することができます。

詳しくはこちらのマニュアルをご覧ください。

是非、ご活用下さい！

https://p.booklog.jp/login
http://p.booklog.jp/book/378/page/997788


JUST アカウント認証によるEPUBアップロード機能について

2012年2月1日より、日本語ワープロ『一太郎』でおなじみジャストシステムと共同キャンペーン「

誰でもかんたん電子書籍！キャンペーン」を実施しています。

▼一太郎2012 承 ×ブクログのパブー　誰でもかんたん電子書籍！キャンペーン

http://www.ichitaro.com/2012/puboo/

このキャンペーンでは、一太郎2012 承でのEPUB3.0の書き出し方やパブーでの公開方法をわかりや

すく解説した電子ガイドブック『一太郎2012 承で無料！らくらく！電子出版であなたの小説をネッ

トに公開しよう！』の公開や、一太郎2012 承の購入者向けに通常プロ版で提供しているEPUBアッ

プロード機能を提供いたします。

JUST アカウント認証方法

1. パブーにログインして、一太郎連携設定をおこなってください。

パブーに登録されていない方はユーザ登録を先に行ってください。

2. 一太郎連携設定で、『一太郎２０１２ 承』を登録しているJUST アカウントの登録メールアドレスの

連携設定を行ってください。

一太郎2012 承のユーザ登録がまだの方は、ユーザ登録を行ってください。

3. 連携が完了したら、一太郎2012 承で書き出したePubのアップロードを行うことができます。ePub
のアップロード方法についてはこちらをご覧ください。

http://www.ichitaro.com/
http://www.ichitaro.com/2012/puboo/
http://p.booklog.jp/book/42557
https://p.booklog.jp/setting/external
https://p.booklog.jp/signup
http://www.justsystems.com/jp/service/onl/nprd_main.html
http://p.booklog.jp/book/378/page/376439


パブープロ版リリースいたしました！

この度、さらに快適に電子書籍販売を行っていただくために、パブープロ版をリリースいたしました

。

プロ版ということで、こちらは月額525円となっておりますが、リリース記念＆お試し価格というこ

とで特別に、月額315円でご提供いたします！

現在公開されている機能はこちらです。

・マイページデザインカスタマイズ機能

・自作PDF・ePubアップロード機能

・予約公開/タイムセールス機能

・Zip画像一括インポート機能容量アップ 30MB→100MB
・メールアドレス埋め込み機能

・画像マルチアップロード機能

■マイページデザインカスタマイズ機能

自分の本を公開するページ「マイページ」のカスタマイズができるようになります！

ヘッダー画像、背景画像の変更、本の表示レイアウトの変更などができます。

本棚表示にすると、まるで本屋さんになったような気分です。

■自作PDF・ePubアップロード機能

パブーで生成されるPDF・ePubを自作のファイルとに置き換えることが出来る機能です。

※自作のファイルからウェブページ版作成はまだ対応しておりません。

※自作のファイルからウェブページ版を作る場合は、ページをJPEGなどの画像に置き換えていた

http://p.booklog.jp/about/pro
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/14330/epub/OEBPS/image/4F41028C-95AF-11E0-A367-A942058D85C2_o.png


だき、

Zip画像一括インポート機能でインポートしてください。

■予約公開/タイムセールス機能

リリース日をタイマーで設定できるようになります。

「この日にリリースしたい」「この日に非公開にしたい」「この日から、価格を変えたい」そんな

時に、タイマー機能を利用すると便利ですよ。

■Zip画像一括インポート機能容量アップ

無料版では30MBまでのところ、プロ版では、100MBまで一度にアップロードできます。

大長編の作品だって大丈夫！パブープロ版におまかせください。

■メールアドレス埋め込み機能

PDF/ePubファイルのDL時に、自動で購入者のメールアドレスが埋め込まれます。

（お札の透かしのように、本の各ページに、メールアドレスが入ります）

埋め込み位置は、PDFファイルの場合は各ページの左下、ePubファイルの場合は書名に埋め込まれ

ます。

■画像マルチアップロード機能

本で使用する画像ファイルを複数選択して一気にアップロードできます。

無料版では30ファイルまでのところ、プロ版では、100ファイルまで選択が可能です。

パブーでは、今後も更にプロ版の機能を追加していく予定です。

是非、ご活用下さい。

▼パブープロ版のお申し込みはこちらから

file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/14330/epub/OEBPS/image/6C69765C-95B7-11E0-ADAE-FD64CD288735_o.png
http://p.booklog.jp/about/pro
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パブー1周年記念！人気の作品をご紹介する『パブー電子書籍コレクション2011』配信中

2011年6月22日、ブクログのパブーはでめでたく1周年を迎えました！ 
ここまで続けてこられましたのも、ひとえに読者の皆様、作家の皆様、ご支援くださっている皆様の

おかげです。 
本当に、どうもありがとうございます！

 この度、1周年記念ということで、「パブー電子書籍コレクション2011」 （略してパブコレ）なる

ものを企画させていただきました。 
パブーに集まったたくさんの作品の中から、年間売上1位の作品、 最大DL数の作品、スタッフおすす

めの作品など、 さまざまな切り口からご紹介しております。

パブー電子書籍コレクション2011
著者：パブー　他

価格：無料

閲覧環境：WEB　PDF　ePub 
こちらから読めます≫

昨年パブーでもっとも売れた作品、もっともDLされた作品、もっともお

気に入り数の多かった作品などパブーの人気作品をご紹介！期待の作家

さん、スタッフおすすめ作品、代表的な雑誌などもご紹介しています。巻

末には漫画や小説のサンプルを収録しています！ 

＜目次＞

祝1周年 パブーの魅力をどどーんとお届け パブー大賞発表！！

パブー期待の作家さん

スタッフおすすめの作品

あの方もこの方も…パブーをご利用中です！

パブーで作られた雑誌たち

お試し読み

「父ちゃんのタクシー（カラーVer.）」

「小ぐまのきょうだい ケーキをつくる」

「sigma　vol.1.0」
「アネモネ。」

「魔法のぼうし」

「ニコニコしょうてんがい」

「鼻」

http://p.booklog.jp/award/2011
http://p.booklog.jp/book/28581
http://p.booklog.jp/book/28581
http://p.booklog.jp/book/28581
http://p.booklog.jp/book/28581/page/387532
http://p.booklog.jp/book/28581/page/387550
http://p.booklog.jp/book/28581/page/387559
http://p.booklog.jp/book/28581/page/387562
http://p.booklog.jp/book/28581/page/387564
http://p.booklog.jp/book/28581/chapter/43988
http://p.booklog.jp/book/28581/chapter/44110
http://p.booklog.jp/book/28581/chapter/43987
http://p.booklog.jp/book/28581/chapter/43989
http://p.booklog.jp/book/28581/chapter/43992
http://p.booklog.jp/book/28581/chapter/43990
http://p.booklog.jp/book/28581/chapter/43993


「今週のキョムちゃん」

「自虐的恋愛年表〜なんだかすみません。〜」

「期末試験前也　上」

「嘘つきの甥」

「キュレーションの時代」

また、パブーのユーザー層や、公開されているジャンルなどをまとめたプレスリリースも配信してお

りますので、ぜひご覧ください。

 『 「パブー」1周年開始1年で会員数3万6,000名、登録作品1万2,000作の国内最大級サービスに 』
http://www.paperboy.co.jp/news/201106221300.php 

アンソロジーでご紹介できなかった作品の中にも、素晴らしい作品がたくさんあります。

休日の昼下がりの自宅で、お仕事帰りの電車の中で、眠りにつく前の布団の中で。

パブーなら、いつでも　どこでも　本を楽しむことができます。

あなただけのお気に入りの作品を、どうぞ探してみてください。

▼『パブー1周年企画・パブー電子書籍コレクション2011』
http://p.booklog.jp/award/2011

http://p.booklog.jp/book/28581/chapter/43994
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http://p.booklog.jp/book/28581/chapter/43995
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画像一括zipインポート機能ができました。

マンガや写真集をつくるのに、画像を1枚1枚アップロードして貼り付けるのが大変！！

というご要望を受けまして、画像を一括でインポートして本を作ることができる機能を追加いたしま

した！

◆画像一括Zipインポート機能

Ⅰ.Zipファイルの作り方

1.アップロードしたい画像をフォルダに入れます。

※この際に、「01.jpg, 02.jpg, ・・・, 10.jpg」のように、連番のファイル名にすると順番通りにペー

ジが生成されます。

※漫画など、1ページ全体に画像を表示させたい場合の推奨サイズは、縦:1024px、横:724px です。

 （ページにタイトルを入れる場合は、縦：968px、横：724px）

2.フォルダをzipで圧縮します。

※Windowsの場合、フォルダを右クリックをすると圧縮することが出来ます。

Ⅱ.インポート方法



1.通常通りパブーに本を作ります。

2.本の管理ページから、Zipインポートページへ進みます。

3.Zipファイルを選択するボタンを押します。

4.Zipファイルを選択します。

5.読み込んだ画像が表示されるので、必要ない画像を削除し、「インポートする」ボタンを押します

。



6.1ページに1枚ずつ画像が入りました。あとは、通常通り本を編集し、公開してください。

とっても簡単に、マンガや写真集が作れます！！



ぜひ、画像一括Zipインポート機能、ご利用くださいね。



パブーのスマートフォン対応をいたしました。

電子書籍作成プラットフォーム「ブクログのパブー」のスマートフォン用ページができました。

スマートフォンからパブーにアクセスしていただいた際のページを操作・閲覧しやすくしております

。

トップページはこんな感じです。すっきりと見やすくなっております。

作品ページはこのようになっています。

　

画像 026.png

PDFやePubをダウンロードして、iBooksなどの他のアプリで読んでいただくこともできますし、

http://p.booklog.jp/
http://img.info.booklog.jp/20110517_1902600.png
http://p.booklog.jp/book/444


※Androidケータイの場合は、ePub・PDFのビューワーアプリを事前にダウンロードして下さい。おすすめアプリはこちらから

そのままパブーサイト上で読むこともできます。

画像 025.png

今後、ログインした後のページや、作品・作家ページなど、

他のページもスマートフォン用に改善して参ります。

■ブックマークしよう！

ぜひいつでも見やすいようにブックマークしてくださいね♪

↓iPhoneはこんなかんじで、ホーム画面に追加してください。

   

☆アクセス方法

お持ちのスマートフォンから、「ブクログのパブー」で検索していただくか、

http://p.booklog.jp　にアクセスしてください。

http://p.booklog.jp/book/378/page/233328
http://p.booklog.jp/book/444
http://p.booklog.jp/


これで、さらにパブーの本が読みやすくなりました。

これからもどんどん、みなさんにとって快適なサービスに成長させていきますので、今後ともどうぞ

よろしくお願い致します。



【重要】海外で発行されたクレジットカードのご利用につきまして

平素よりパブーをご利用頂き、ありがとうございます。

この度、パブーでは、海外で発行されたクレジットカードがご利用いただけなくなりました。

このため、海外で発行されたクレジットカードをパブーへご登録いただいているお客様におかれまし

ては、

大変恐縮でございますが、以下のいずれかにご変更いただきますようお願いいたします。

・国内で発行されたクレジットカードへ変更する

・「おさいぽ！」決済へ変更する

　（おさいぽ！では、海外で発行されたクレジットカードもご利用いただける「PayPal」がご利用い

ただけます）

詳しくは下記マニュアルをご覧ください。

http://p.booklog.jp/book/378/page/115765

お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。

http://p.booklog.jp/book/378/page/115765


Chromeウェブアプリ「ブクログのパブー」出ました。

ウェブブラウザ「Chrome」向けのアプリケーションを販売する「Chromeウェブストア」が日本語化

されたことにあわせまして、ブクログのパブーでも、Chromeウェブアプリを公開いたしました！

ウェブブラウザ、GoogleChrome専用のアプリケーションとなっております。

通常のウェブサイトからの閲覧よりも、シンプルなステップでパブーで公開された電子書籍を閲覧す

ることができます。

もちろん、こちらのウェブアプリ経由で販売された売上の70%は、通常通り作者の皆様へ支払われま

すので、新しい販路としても、活躍してくれることを期待しております！

ぜひインストールして下さいね。

インストール（無料）・詳しくはこちらから

http://p.booklog.jp/about/chrome

http://p.booklog.jp/about/chrome
http://p.booklog.jp/about/chrome


PDFの禁則処理に対応しました

お待たせいたしました！

ご要望をいただいておりました、PDFの禁則処理に対応しました。

禁則処理とは、句読点（。、）や閉じ括弧（」』)】）、疑問符などの記号を行頭に置かないよう、

字詰めや文の長さを調整したりする処理です。

※処理一例

※画像の入ったページや、HTMLを直接編集してレイアウトを整えている場合には、

　禁則処理が反映されないことがありますことを予めご了承ください。

※詳しい設定方法は、こちらのマニュアルをご覧ください。

小説・ビジネス本など、テキスト中心の作品でぜひご活用ください！

http://p.booklog.jp/book/378/page/1096116


本を読むページがシンプルになりました

これまで、本のページ（http://p.booklog.jp/book/●●●[作品ごとの数字] ） にて、

本の概要と、本を読むページを表示していましたが、今回、別々のページを設け、

本を読むためのシンプルなページをご用意しました。

本のページ（http://p.booklog.jp/book/●●●[作品ごとの数字] ） へアクセスしますと、本の詳細が表

示されます。

この本の詳細ページで、「この本を開く」ボタンをクリックすると、別ウィンドウでビューワーが開

きます。

※本の価格を有料で販売していて、試し読みページが設定されている場合、

　以下のように、「この本には試し読みが●●ページあります」と表示します。

　試し読みページの閲覧も、「この本を開く」ボタンから可能です。 

開いたビューワーでは、本の表示が主となります。

作品紹介や本の目次、ソーシャルボタンは画面上部にまとめました。



本を読む画面を閉じる場合は、右上の「閉じる」ボタンをクリックします。

※変更前の、このページ内で本を閲覧したい場合は、「この本を開く」ボタン下部の、

「旧バージョンで読みたい方はこちら >>>旧バージョンで見る」 をクリックしてください。



※「閲覧数」のカウントの仕様変更につきまして

これまで、本のページ（http://p.booklog.jp/book/●●●[作品ごとの数字] ） を表示した時点でカウン

トしていましたが、本変更により、「この本を開く」または「旧バージョンで見る」をクリック後に

表示する本のページ（http://p.booklog.jp/book/ ●●●[作品ごとの数字] /read）を表示した際にカウ

ントするようになります。

ぜひ、すっきり新しいシンプルなページで、パブーの本をご覧ください。



ゴールデンウィーク期間中のサポート業務につきまして

 平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

ゴールデンウィーク期間中のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

[ お問い合わせ対応の休止 ]

2012/4/30（月） 終日

2012/5/3 （木） 終日 から 2012/5/6（日） 終日

※ お問い合わせ業務は 2012/5/7(月）から再開致します。

※ 通常よりご返信までにお時間がかかる場合がございますことをあらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り 24 時間対応いたします。

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



ゲスト購入機能ができました

お待たせいたしました！

「ユーザー登録は項目が多くて面倒・・・」

「面白い本を見つけたから、今すぐ買いたい！」

などの声におこたえして、本日「ゲスト購入機能」をリリースいたしました！

手順は簡単！

購入したい本をカートに入れて、

「とにかくすぐ買う」ボタンから、クレジットカード情報など、必要最低限の入力だけで購入でき

ます。



ゲスト購入した本も、通常購入と同様に、その後何度でも閲覧・ダウンロードが可能です。

※閲覧・ダウンロードにはログインが必要です。

※ログインする際は、購入時にパブーから送信されるメールに記載された、

　　ゲストブクログIDとゲストブクログパスワードをご利用ください。

詳しいご利用方法はこちらのマニュアルをご覧ください。

ぜひご利用ください。

http://p.booklog.jp/book/378/page/955169


割引設定機能をリリースいたしました。

本をセットで割引販売できる機能「割引設定機能」をリリースいたしました！！

割引設定機能は、下記の場合、作者が任意で割引価格で購入させることができる機能です。

・同じ作者の作品を複数まとめて購入する場合

・同じ作者の作品を既に購入していた場合

■設定方法
マイページから「本の管理」のページに行き、左サイドバーのメニューから「本の公開と価格」を

クリックします。

 「本の販売価格」欄の右部にある「他作品購入者への割引設定」をクリックします。

クリックすると、設定ページが開きます。まず、割引の対象となる作品を選択します。



選択したら、「 > 選択　」ボタンをクリックします。

※「あなたが作成した他の作品」一覧にある作品すべてを対象としたい場合、「>> 全て選択」ボタ

ンをクリックしてください。

※選択した本を対象外としたい場合には、「対象となる本」から本を選択し、「× 解除」ボタンを

クリックしてください。

※割引販売をやめたい場合は、「× 全て解除」ボタンをクリックし、「対象となる本」を空にしてく

ださい。

 対象となる本を購入済みの場合の販売金額を設定し、「設定する」ボタンをクリックします。



対象の本を読者が購入済みの場合、このように、販売価格が値引きされた表記になります。

対象の本と一緒にまとめて購入した場合、カートに入れた時点で割引きが適用されます。



詳しいご利用方法はこちらのマニュアルをご覧ください。

ぜひご利用下さい

http://p.booklog.jp/book/378/page/1046265


パブーの本をブクログ本棚に登録いただけます

お知らせが遅れてしまいましたが、ブクログのリニューアルに伴い、

「iTunes本棚」「パブー本棚」「ブクログ本棚」を、「ブクログ本棚」に統一いたしました！

これまで、パブーで公開されている本の登録・検索・表示は「パブー本棚」を

ご利用ただいておりましたが、“電子書籍”というジャンルで登録・検索・表示できるようになってお

ります。

同様に、「i本棚」へ登録いただいておりましたアプリも、

“アプリ”というジャンルにて引き続き登録・検索・表示が可能でございます。

※本棚への登録方法の詳細は、こちらをご覧ください。

登録されたアイテムを探しやすく、見やすくジャンル分けができるようになりましたので、

これを機会に是非、パブーでお気に入りの作品を見つけてブクログ本棚をご活用ください！

http://info.booklog.jp/?eid=420
http://p.booklog.jp/book/378/page/295988
http://p.booklog.jp/


１ページの文字数上限を拡大しました

これまで約3,000字だった1ページあたりの文字数上限が、

このたび、10倍の約30,000字になりました。

現在入力されている文字数は、「本文」入力フォームの右上へ表示していますので、

こちらを目安にして作成してください。

これで長編の作品も途切れることなく、収めることが可能です。

ぜひ、ご活用ください！



ユーザー同士で直接メッセージを交換することができるようになりました！

お待たせいたしました！

「本の感想を直接作者に伝えたい」

「作品について直接連絡を取りたい」

「一緒に本を作りたい人に声をかけたい（自分の本の表紙イラストを描いて欲しいなど）」

などの声にお応えして、「メッセージ機能」を開発いたしました！

メッセージ機能を使うと、ユーザー同士で直接メッセージの交換ができるようになります。

お互いにメールアドレスを知らなくても、パブー上でメッセージの送受信ができますので、大変便利

です。

メッセージには画像を添付することもできますので、表紙やイラスト・挿絵のやり取りにもお使いい

ただけます。

こちらは、プロ版・無料版、どちらでもご利用いただける機能となります。

メッセージ機能のリリースは、２０１２年１月３０日（月）を予定しております。

本機能のご利用を希望されない方は、以下の手順にて設定の変更をお願いいたします。

パブーにログイン＞画面右上の「設定変更」をクリック＞メッセージボックスの利用欄で「利用し

ない」を選択

詳しい操作手順は、こちらをご覧ください。

今後とも、ブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

http://p.booklog.jp/book/378/page/862562


PDFファイルのページ数が表示されるようになりました。

本の概要の「ページ数」に、ウェブ版ページと、PDFのページ数が表示されるようになりました。

※自作したPDFファイルをアップロードした作品で、ファイルに保護設定がかけてあるものにつきま

しては、

　システム側でページがカウント出来ず、表示されない場合もございますことをあらかじめご了承く

ださい。

本を購入・閲覧する際に、ぜひご活用ください！



東日本大震災チャリティ本の売り上げの寄付につきまして

【重要】チャリティ本販売システム終了のお知らせ

パブーでは、東日本大震災の義援金として本の売上を全額寄付できるシステム

を開設しておりましたが、この度、2011年12月末日を持ちまして、チャリティ

販売設定の受付を終了させていただく運びとなりました。また、チャリティ作

品としての販売は、2012年1月末日までとさせていただきます。

多くの皆様にご賛同・ご協力いただき、誠にありがとうございました。

集まりました義援金は、全額責任をもって寄付させていただきます。

詳細は、こちらの記事をご覧ください。

http://hari2.booklog.jp/?eid=84
(2011年11月4日　追記）

(2011年11月7日　追記）

パブーでは、3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震で被災された方々を応援したいという、作

家の皆様のチャリティ活動のご支援ができるよう、パブーで販売された電子書籍の売り上げの全額を

、義援金（義捐金）として寄付させていただくシステムを開設いたしました。

▼チャリティ本一覧

http://p.booklog.jp/books?s=7
＜現在までの売上金額＞

こちらをご覧ください。

＜概要＞

チャリティ本にご設定いただいた作品の売上全額（パブー手数料含む）を寄付させていただきます。

集まった義援金は、パブーの運営会社である株式会社paperboy&co.より、「ブクログのパブーユーザ

ー有志一同」の名義にて日本赤十字社に寄付いたします。

また、パブーが作成した絵本を、三種類の価格で販売いたします。売上は全額義援金とさせていただ

きますので、こちらを購入することでも、チャリティにご参加いただけます。※絵本の内容はすべて

同じです。

500円　1000円　3000円　

＜募集期間＞

2011年3月15日（火）〜未定

＜参加方法＞

【チャリティ本を販売する】

http://hari2.booklog.jp/?eid=84
http://p.booklog.jp/books?s=7
http://hari2.booklog.jp/?cid=3
http://www.paperboy.co.jp/company/
http://www.jrc.or.jp/
http://p.booklog.jp/book/22584
http://p.booklog.jp/book/22583
http://p.booklog.jp/book/22582


【チャリティ本を販売する】

・パブーで有料の電子書籍を作成してください。（マニュアルはこちら）

・公開時に、「チャリティ」フラグを設定してください。

・「パブーの規約」及び、チャリティフラグ設定時にご確認させていただく「義援金提供に関する

規約」をお読みいただき、同意いただけましたら、本を公開してください。

・領収書等の発行は行いませんが、「ブクログのパブーユーザー有志一同」として「日本赤十字社」

に振り込んだ受領証を後日サイト上で公開させていただく予定です。

【チャリティ本を購入する】

チャリティ本を購入ご希望の皆様は、「チャリティ本」コーナーの本をご購入下さい。

▼チャリティ本一覧

http://p.booklog.jp/books?s=7

＜寄付内容の公開＞

寄付に貢献していただいた作家様の一覧と、集まった義援金の総額を本サイト内にて公開させていた

だきます。

▼パブーでの本の作り方

▼新規登録（無料）

被災地の一日も早い復興を、お祈りいたします。

-ブクログのパブー　スタッフ一同

GMOグループの震災復興支援についてはこちらを御覧ください。

http://www.gmo.jp/info/kikin/

http://p.booklog.jp/book/378
http://p.booklog.jp/about/terms
http://p.booklog.jp/books?s=7
http://p.booklog.jp/book/378
https://p.booklog.jp/signup
http://www.gmo.jp/info/kikin/


年末年始のサポート業務につきまして

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

年末年始のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

[ お問い合わせ対応の休止 ]
2011/12/27 （火） 終日 から 2012/1/3 （火） 終日

※ お問い合わせ業務は 2012/1/4(水）から再開致します。

※ 2011/12/27 （火） 終日 から 2012/1/3 （火） 終日にお問い合わせをされた場合、

　　2012/1/4(水） 以降のご返信となりますのであらかじめご了承ください。

※ご返信までに通常よりお時間がかかる場合がございます。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り 24 時間対応いたします。

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



パブーに一括編集機能が追加されました！

パブーで本を作る際に便利な、一括編集機能が追加されました！

既に作成したページをまとめて編集することができます。

主な機能は以下のとおりです。

状態の変更…下書き⇔完成の変更ができます

章の変更…ページを別の章に移動させることができます

ページ削除…ページをまとめて削除できます

＜状態の変更の仕方＞

１．パブーにログインし、マイページ＞該当の本の「本の管理」＞ページの管理をクリックしてくだ

さい。

２．編集したいページの左側のチェックボックスにチェックを入れ、「状態の変更」をクリックして

ください。

３．「完成にする」「下書きにする」のどちらかをお選びいただきますと、ページの状態が更新され

ます。

＜章の変更の仕方＞

file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/14330/epub/OEBPS/image/EDDB6464-56AD-11E0-AC16-DEF35BF189A3_o.png


ためしに、”風””林””火””山”という章がある本の、”風”の２ページを、”林”に移動させてみます。

１．パブーにログインし、マイページ＞該当の本の「本の管理」＞ページの管理をクリックしてくだ

さい。

２．編集したいページの左側のチェックボックスにチェックを入れ、「章の変更」をクリックしてく

ださい。

３．移動させたい章をクリックしてください。（”林”をクリックします）

４．ページの移動ができました。

＜ページの削除＞

１．パブーにログインし、マイページ＞該当の本の「本の管理」＞ページの管理をクリックしてくだ

さい。

２．編集したいページの左側のチェックボックスにチェックを入れ、「ページ削除」をクリックして

ください。

file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/14330/epub/OEBPS/image/0F458FEE-56AE-11E0-8FAA-DFF35BF189A3_o.png
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/14330/epub/OEBPS/image/FF14C3F6-56AD-11E0-AC16-DEF35BF189A3_o.png


ギフポに対応いたしました〜パブーの本をプレゼントしてみませんか？〜

電子書籍やオリジナルのドメインなど、インターネットのサービスを贈ることができる

サービス、「ギフポ」に対応いたしました。

ギフポを使って、パブーの本をプレゼントしたり、作成した自分の本を献本をしたりすることができ

ます。

パブーでは、贈りたい本の、「この本を贈る」ボタンからご利用いただけます。

※相手へ贈られるのは、贈りたい本のURL(http://p.booklog.jp/book/[作品ごとの番号]/)です。

※PDF・ePubファイルは贈られません。

ギフポについての詳細は、こちらをご覧ください。

　https://gifpo.jp/

※ギフポの登録方法などの詳細につきましては、こちらをご覧ください。

※ギフポへは「おさいぽ！ID」でのログインが可能です。

　 すでに「おさいぽ！ID」をお持ちの方はギフポへのご登録は不要です。

また、この「ギフポ」のリリースを記念しまして、誰かに贈りたくなるようなパブーの本を特集して

います。

▼クリスマスのギフトにいかがですか？「贈りたくなる本特集」

http://gifpo.jp/
http://gifpo.jp/
http://gifpo.jp/about
https://gifpo.jp/
http://gifpo.jp/support


  http://p.booklog.jp/special/gifpo

ぜひご利用ください。

http://p.booklog.jp/special/gifpo


【新カテゴリーへ移行いたしました】カテゴリー変更のお知らせ

【追記】2011.11.30
本日、新カテゴリへの変更を行いました。

◆設定されたカテゴリは、本の概要の「カテゴリー」からご確認いただけます。

◆新カテゴリでは、大カテゴリと小カテゴリを選択いただけます。

※大カテゴリは１つ、小カテゴリは2つまでお選びいただくことができます。

また、「趣味・生活・芸術」の小カテゴリに、「アート」「お笑い」を追加し、

「小説・ノンフィクション」と「コミック」の小カテゴリで、「アダルト・官能」へ変更いたしま

した。

※カテゴリは、「本・表紙の設定」から、設定・変更ができます。

※移行期間中に変更されなかった作品につきましては、旧カテゴリをもとに自動的に

　　新カテゴリへ振り分けておりますが、変更は可能ですので、ご確認のうえ、ご対応をお願いいた

します。

▼カテゴリの設定

マイページ＞本の管理＞本・表紙の設定＞カテゴリ

今後ともブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

-----------------------
この度パブーの作品をより探しやすくするために、カテゴリの改編をいたします。

本日より2週間の移行期間中に、すでに公開されている作品に関して、新カテゴリへのご登録をお願

い致します。

この期間に変更されなかった作品に関しましては、自動的に振り分けた新カテゴリに変更されます。

ただし、今回ご用意しました新カテゴリにつきましては、仮とさせていただき、皆様のご登録状況・

ご要望を受けて、随時削除・追加してまいります。



■移行方法

移行期間中にすでに公開されている作品は、新しいカテゴリに設定してください。

ログイン後のマイページに、「本のカテゴリが新しくなります。カテゴリの事前登録」という表示が

出ますので、そちらから作成された本の新カテゴリの設定をしていただけます。

■新カテゴリ設定期間（移行期間）

11月７日（月）〜１１月２1日（月）

移行期間は終了しました。ご協力くださりありがとうございました。

■旧（現）カテゴリ

■新カテゴリ

新カテゴリは大カテゴリと小カテゴリを選択いただけます。

大カテゴリは１つ、小カテゴリは2つまでお選びいただくことができます。

file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/14330/epub/OEBPS/image/748AC39C-06C6-11E1-8A1C-9A01CD288735_l.png


■ご希望のカテゴリがない場合

タグ機能（本に関するキーワードを入力してください）をご活用ください。

設定は「本・表紙の設定」の〈タグの設定〉からお願いします。

ご協力どうぞよろしくお願いいたします。
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パブーのAndroid端末専用アプリができました。

本日、パブーのAndroid専用アプリケーションをリリースいたしました。

アプリからは、パブーで公開されている電子書籍を、手軽に購入・ダウンロード・閲覧できます。

詳しくはこちらをご覧ください。

■ダウンロード手順

Android Market > アプリケーション > 書籍＆文献 > パブー

また、アプリの随時機能の追加とアップデートを行っていく予定です。

ぜひご利用ください。

http://p.booklog.jp/about/android


パブーの機能追加についてアンケートへのご協力をお願いします！

いつもパブーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

ユーザーの皆様に、より快適にパブーで電子書籍を作成・販売していただくために、アンケートを作

成いたしました。

ご回答いただいた内容は、今後の機能開発の参考とさせていただきます。

「こんな機能がほしい！」「ここを改善して欲しい！」などなど、この機会に、是非ご意見をお寄せ

下さい。

▼あなたの声をお聞かせください！アンケートフォームはこちらです。

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dG4tUG5YeGlxYk1NQ21CMzU1Y1RGZUE6MQ

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG4tUG5YeGlxYk1NQ21CMzU1Y1RGZUE6MQ


出版済みの著書をプロフィールに表示できるようになりました。

すでに紙の書籍で出版されているご自分の著作を、パブーのプロフィールページに表示することがで

きるようになりました。

詳しい操作手順は、こちらをご覧ください。

著作のある方はぜひご活用下さい！

http://p.booklog.jp/book/378/page/670475


パブーいちおしの本をご紹介する特集ページができました！

みなさんこんにちは、ブクログです。

気持ち良いお天気が続いていますが、いかがお過ごしですか？

さて、このたびブクログのパブーで、スタッフの一押し本をご紹介する特集ページができました！

第一回目は、技術書担当Aがお送りする「秋はコードを書きましょう　パブー技術書特集」と、文芸

書担当Yがお送りする「文化系女子におすすめの文芸本特集」です。

▲iPhoneアプリ開発書『iOSの教科書』などをご紹介しています。

▲不思議な回文写真集など、ちょっと変わったガーリー文芸本の特集です。

それぞれ本には、スタッフの推薦コメントが書店のPOP風についております。

「パブーって面白そうだけど、どの本から読めばいいかわからない…」という方は、是非、ご参考に

なさってみてください。

▼「秋はコードを書きましょう パブー技術書特集」

http://p.booklog.jp/special/engineer2011

▼「文化系女子におすすめの文芸本特集」

http://p.booklog.jp/special/bunkazyoshi

http://p.booklog.jp/special/engineer2011
http://p.booklog.jp/special/bunkazyoshi
http://p.booklog.jp/special/engineer2011
http://p.booklog.jp/special/bunkazyoshi


Internet Explorer 9 でのウィジウィグエディタを変更いたしました。

いつもブクログのパブーをご利用いただきまして、ありがとうございます。

本日、Internet Explorer 9 で、ウィジウィグエディタの変更をおこないました。

これにより、入力支援ボタンがご利用いただけるようになります。

※Internet Explorer 9 のみの対応となります。

※他ブラウザでは変更はございませんので、これまでどおりとなります。

※これまでのウィジウィグエディタと表示が若干異なります。

※HTMLエディタへの切り替えは以下のマニュアルをご参照ください。

▼ウィジウィグエディタとHTMLエディタの切り替え

　【Internet Explorer 9 をご利用のお客様】

　http://p.booklog.jp/book/378/page/4225

これからも、どんどん使いやすパブーにできるよう、改善を重ねてまいります。

どうぞ宜しくお願い致します。

file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/378/page/4225


Movable Type(TypePad)形式のブログインポート機能ができました

先週リリースいたしました、弊社のブログサービス「JUGEM」からのブログ記事インポートにつ

づき、

Movable Type(TypePad)形式のエクスポートに対応した他社ブログからのインポートにも対応いた

しました。

※無料版・プロ版、どちらでもご利用いただけます。

▼Movable Type(TypePad)形式のエクスポートに対応している、主なブログサービス

ウェブリブログ　ココログ 忍者ブログ　はてなダイアリー　※ヤプログ！

FC2ブログ　※gooブログ JUGEM　※livedoorブログ　Seesaaブログ　TypePad

※gooブログ、livedoorブログ、yaplog!では、エクスポート機能の提供は有料版となっています。

※ブログデータのエクスポート方法等、ブログのご利用方法につきましては、

    提供元のサポートページをご確認ください。

詳しい操作手順は、こちらをご覧ください。

是非、ご活用下さい！

http://p.booklog.jp/book/385/page/521079
http://jugem.jp/
http://webryblog.biglobe.ne.jp/
http://www.cocolog-nifty.com/
http://blog.ninja.co.jp/
http://d.hatena.ne.jp/
http://www.yaplog.jp/
http://blog.fc2.com/
http://blog.goo.ne.jp/
http://jugem.jp/
http://blog.goo.ne.jp/
http://blog.livedoor.com/
http://blog.seesaa.jp/
http://www.typepad.jp/
http://d.hatena.ne.jp/
http://p.booklog.jp/book/378/page/524543
http://p.booklog.jp/book/378/page/517309


JUGEMブログをインポートして本がつくれるようになりました

お待たせいたしました！

弊社のブログサービス「JUGEM」からブログ記事をインポートして、パブーで本が作れるようにな

りました。

JUGEMの管理者ページから、ブログデータをダウンロードし、

パブーへインポートすることで、ページを一括生成し、本をつくることができます。

※無料版・プロ版、どちらでもご利用いただけます。

◇◆サンプル◆◇

JUGEM人気ブログ　「東京弁当生活」http://mymeal.jugem.jp/

　　　　　　　↓↓↓
簡単に、パブーで電子書籍化することができます！

http://p.booklog.jp/book/34086

http://jugem.jp
http://mymeal.jugem.jp/
http://mymeal.jugem.jp/
http://p.booklog.jp/book/34086


iPadに入れれば、こんなかんじでブログだった本がペラペラっとめくれます！

  

詳しい操作手順は、こちらをご覧ください。

JUGEMに続き、他ブログサービスに関しましても、順次対応していく予定となっております。

是非、ご活用下さい！

◇デザインで選ぶ無料ブログ「JUGEM」　http://jugem.jp

http://p.booklog.jp/book/34086
file:///tmp/puboo/385/book/378/page/517309
http://jugem.jp


ページ順の変更がドラッグ＆ドロップでできるようになりました！

パブーで本を作る際に、ドラッグ＆ドロップで簡単にページ順を変更できるようになりました！

ページの順番を並べ替える際に、これまでは、上下の矢印（↑↓）をクリックすることで、一つずつ

動かしていただいていました。

今回からはその矢印がなくなりまして、ドラッグ＆ドロップで、好きなページを好きな位置に、ダイ

レクトに並べ替えることができるようになりました。

＜ページ順変更方法＞

①パブーにログインする

②マイページをクリック

③該当の本の「本の管理」＞「ページの管理」をクリック

④変更したいページの、ページ数、もしくはページタイトルあたりをドラッグして、好きな位置で

ドロップして下さい。

以上で変更完了です。

なんと、章を超えてページをぴょーんと移動させることもできますよ！

↓ためしに、「指定なし」の章から「第一章」の章へ、「かきくけこ」というページを移動させます

。

これをドラッグ＆ドロップ…。

 



はい、一瞬で飛び越えました！

是非、ご利用くださいね。



読者登録機能ができました！

「新作を公開したので、読者にお知らせしたい」 「お気に入りの作家の更新情報を通知してほしい」

などの声に応えて、読者登録ができるようになりました。

自分のお気に入りの作家を登録すると、作家の更新情報・新作情報をメールで受け取ることができる

機能です。

また、同様の情報が、「マイページ」、「リアクションページ」へ表示されるようになります。 

こちらは、プロ版・無料版、どちらでもご利用いただける機能です。

読者登録は、作者のページや、公開中の本の左上部 [読者登録]ボタン からできます。

以下のリアクションがあったときに、メールとマイページのトップ上で、お知らせします。

※メールは１日１回、通知されます。

○作者への通知

・読者登録されたとき

・公開している作品にコメントが投稿されたとき

・お気に入り登録されたとき

file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/14330/epub/OEBPS/image/5500CE48-C258-11E0-BB2D-AA42058D85C2_o.png
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※読者の数は、ログインしているときのみ、プロフィールページに表示されます。

　（作者だけが確認できます。）

○読者への通知

・読者登録した作家が本を公開、更新したとき

◆読者への通知設定（本の管理）

ページを作成したときに、読者に更新情報を通知する場合、

「本の作成・編集」ページ下部の「読者に情報更新を通知する」へチェックを入れて、変更を保存し

てください。

また、本を更新したときに、読者へ通知する場合には、

「本の公開と価格」から、「本の更新通知」で「読者に本の更新を通知する」にチェックを入れてく

ださい。

file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/14330/epub/OEBPS/image/0003C25A-C254-11E0-8AD0-A742058D85C2_o.png


　是非、ご活用下さい。



【お知らせ】夏季期間中のサポート業務につきまして

 平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

夏季期間中のサポート業務を、下記の通りとさせて頂きます。

[ お問い合わせ対応の休止 ]

2011/8/10 （水） 19:00 から 2011/8/17 （水） 終日

※ お問い合わせ業務は 2010/8/18(木）から再開致します。

※ 2011/8/10 （水） 19:00 から 2011/8/17 （水） 終日にお問い合わせをされた場合、

　　2011/8/18(木） 以降のご返信となりますのであらかじめご了承ください。

※ サーバー監視業務に関しましては通常通り 24 時間対応いたします。

ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承下さいます様お願い申し上げます。



プロ版にPDFインポート機能ができました！

大変お待たせいたしました！

先日リリースいたしました、パブープロ版に、「PDFインポート機能」を追加いたしました。

ご自身で作成したPDFデータを、画像に変換しウェブ版ページをつくることができます。

※自作のPDFをそのままアップロードする際は、別途「PDF・ePubのアップロード」からアップロ

ードしてください。

詳しい操作手順は、こちらをご覧ください。

是非、ご活用下さい！

今なら月額525円→315円！

▼パブープロ版のお申し込みはこちらから

http://p.booklog.jp/about/pro

file:///tmp/puboo/385/about/pro
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パブーにタグ機能・奥付作成機能など、便利な新機能が追加されました！

電子書籍作成販売サービス・ブクログのパブーに、ユーザーの皆様に多くのご要望をいただいており

ました、タグ機能と奥付作成機能を追加しました！また、アダルト作品について登録方法を変更いた

しましたのでお知らせいたします。

■タグ機能について

タグ機能の追加によって、読者の方にとっては本が探しやすく、また、作家の方には自分で作った本

を探してもらいやすくなりました！以下、簡単に使い方をご説明します。

＜読みたい本を探すとき＞

パブーのTOP画面の検索から、たとえば「ランチ」と入力して検索ボタンをクリックします。

すると、作品名に「ランチ」が入っている作品が表示され、さらにその下に、「ランチ」を含む関連

タグが表示されます。

ここでタグ名をクリックしていただきますと、「ランチ」をタグに登録している本が表示されます。

＜自分が作った本を登録するとき＞

自分の本にタグをつけることで、本を見つけてもらいやすくなります。

是非、積極的にタグを登録してみてください。

登録の方法は、

パブーにログイン＞マイページ＞本・表紙の設定＞タグ

から登録できます。

file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/


▲ログイン後のマイページ画面です。本・表紙の設定（１）をクリック後、タグ（２）から登録でき

ます。

■奥付について

本を作成する際に、奥付をつけられるようになりました。

奥付とは、本の一番最後に、書誌情報などを記載するページです。

パブーにログイン＞マイページ＞ページの管理

から、奥付を作成できます。

作成した奥付は、下記のように表示されます。

http://img.info.booklog.jp/20110301_1827988.png
http://img.info.booklog.jp/20110301_1828001.png


▲デフォルトはこのようになっておりますが、自由に変更していただけます。

■アダルト作品について

こ れまでアダルト要素を含んだ作品は、本の作成時に「アダルト」というカテゴリにご登録いただ

いておりました。今回の変更により、アダルト要素を含む場合 は、カテゴリを自由に設定していただ

いた上、カテゴリとは別に、アダルトフラグをつけていただくことになりました。本の作成時に、

「本・表紙の設定」か ら、「１８歳以下は警告を表示」をチェックして下さい。

▲チェックする場所は、こちらの画面の３のところです。

また、アダルト作品は、検索画面にて下記のように表示されます。

クリックしますと、お客さまが18歳以上かどうかを確認させていただく画面に遷移します。

http://img.info.booklog.jp/20110301_1827988.png


これからもブクログのパブーは、どんどん便利な機能を追加してまいりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。



本の販売数が表示されるようになりました。

本毎の販売数が分かりやすくなりました。

ホームの『公開中』に表示されるPVの横に、販売数が表示されるようになりました。

また、入出金管理の月毎の表示にも、販売数が表示されるようになりました。

プルダウン確認したい月に合わせてください。

※販売数は、ログインしている作者のみが閲覧することができます。

ぜひご利用ください！



本をすっきり美しく見せる「シンプルビュー」追加&文字色機能・文字数チェックを追加

本日本の閲覧ページをリニューアルし、その他いくつかの機能変更・追加を行いました。

■シンプルな閲覧ページ「シンプルビュー」を追加いたしました。

これまで、本の閲覧ページが、色々な情報がありすぎて読みにくい、

というご意見を多数いただいておりました事を受けまして、

より快適にご覧いただけるようなシンプルビューを追加いたしました。

こちらの、「シンプルビュー」というリンクを押すと、

すっきり新しいシンプルなビューで御覧いただけます。

ページ遷移もなしに、ストレスなくご覧いただけます。

一度シンプルビューでご覧いただきますと、次に作品を観た際もシンプルビューで閲覧することがで

きます。

※戻す場合　左上「メニュー」＞ノーマルビュー



■本の評価が本毎になりました。
これまで、本の評価は、基本的にページごとで行っておりましたが、

もっと本毎に評価したり、コメントをつけたい！というご要望が多かったので、

ページごとから本毎に変更いたしました。

しおり、コメント機能は引き続きページごとにつけることができます。

■本の編集ページに、文字色設定と、文字数カウントがつきました。
ご要望いただいておりました、文字色の設定と文字数カウントもつけました。



▼文字色の設定

▼投稿可能文字数　このメーターが満杯になると投稿ができなくなります。

■その他の変更
・マイページのしおりを非公開にいたしました。

・マイページのお気に入りをページ毎のfavから、本毎の評価に変更いたしました。

※変更に伴い、これまでのfavはすべて評価が3になっております。

変更はログイン＞マイページ＞お気に入り本からお願いいたします。

※しおり、本毎の評価数（星の数）はログインをしていないとみることができません。

・新規ユーザーが購入するフローを改善いたしました。

これからも、どんどん使いやすパブーにできるよう、改善を重ねてまいります。

どうぞ宜しくお願い致します。



クレジットカード決済におさいぽIDの取得が不要になりました。

たくさんのご要望をいただいておりました、本の決済の簡易化につきまして、

おさいぽIDを取得しなくても、クレジットカード決済ができるように改善いたしました。

また、これまでどおり、おさいぽIDを使うことも可能です。

■クレジットカードの登録方法 

１.ブクログIDを取得しログインします。　新規登録はこちら

２.右上テキストメニュー　設定変更＞購入設定　でクレジットカードを選びます。

３.支払いにクレジットカードを選びます。

４.クレジットカードを登録する

https://p.booklog.jp/login
https://p.booklog.jp/signup
https://p.booklog.jp/setting/purchase


これで、クレジットカードの登録は完了です。

あとは、好きな本を選んでカートに入れて買っていただくだけです。

これまで、おさいぽIDとの連携が難しくて購入を諦めていた方も、

ぜひこの機会に設定をしてみてくださいね。

これからもさらに本を買いやすくなるよう、改善をすすめてまいります。

どうぞ宜しくお願い致します。

■設定はこちらから

右上テキストメニュー　設定変更＞購入設定　

https://p.booklog.jp/setting/purchase


表紙画像作成機能を追加いたしました。

表紙画像を簡単につくることのできる機能を追加いたしました。

表紙画像を選んだり、文字の大きさやフォントの種類を選ぶだけで

簡単に表紙を作ることができます。

背景画像や文字の大きさ、フォントを選んでお好みの表紙画像に仕上げてください。



 

オリジナル画像もアップロードして使うことができます。

ログイン＞本の管理＞表紙画像エディタからおつくりください。
※「本の管理」ボタンがどこにあるかわからない場合は、画面上部の大きなボタン「マイページ」を押してください。（「マイページ」ボタンが見当たらない場

合は、ログアウトしている状態ですので、まずはログインしてください。）「マイページ」を押すと、編集画面のＴＯＰが表示されます。編集したい本の右側に

、「本の管理」というボタンがあります。こちらを押すと、今度は画面左側に管理メニューが表示されます。こちらから、「表紙画像エディタ」を選択してくだ

さい。

http://img.booklog.jp/635F9236-1186-11E0-9AB2-61455CF189A3_l.jpg


本単位での感想が簡単に投稿できるようになりました。

これまで、パブー上では、ページ単位のコメントのみ受け付けておりましたが、

今回本単位での感想を簡単に投稿できるようになりました。

投稿された感想は、ブクログのパブー本棚に入ります。
※ブクログ（http://booklog.jp)とは、ＷＥＢ上に仮想本棚を作るサービス＆書評コミュニティです。本棚の種類は、ブクログ本棚（通常の本やＣＤ、ＤＶＤ

など）、i本棚（iPhoneアプリ）、パブー本棚（パブー作品）の三種類があります。ブクログとパブーのページの切り替えは、ＴＯＰページの一番左上にあるア

イコン画像をクリックしてください。(ハリネズミがパブー、本がブクログです）

本の横の「この本の感想を書きませんか？」という下の「レビューを書く」ボタンを押します。

ボタンをおすと、テキスト入力ボックスが出てきますので、

テキストを入力してください。

レビューを書くと、パブー本棚に入ります。

http://booklog.jp/puboo


ぜひたくさんご利用くださいね。

http://booklog.jp/puboo/users/puboo


ファイル名が本のタイトル名に/マイページ本の並べ替え機能追加

■ePub・PDFファイル名が本のタイトル名になりました。

パソコンから、PDFやePubをダウンロードして、iPadなどにいれようとすると、

ファイルがどれなのか分からなくなってしまう…というご意見に応えまして

PDFとePubのファイル名を本のタイトルになるように変更いたしました。

本のタイトル_バージョンナンバー.拡張子（pdf/epub）となります。

※safariは現在開発中のため、safari以外のブラウザで適用されます。

■作った本を並べ替えられるようになりました。

マイページに並ぶ自分でつくった本の順番を変更できるようになりました。

マイページの右上「本の並び替え」から変更ください。

ぜひこちらの機能をご活用ください！



作者のダウンロード数、閲覧数はカウントされないようになりました。

これまで、作者本人がダウンロードや閲覧した場合もカウントされていたのですが、

作者本人がログインしている間に限り、

に自分の本を閲覧したり、自分の本をダウンロードした場合はカウントされないようになりました。

もしご自分でダウンロードした数も含みたい場合は、

一度ログアウトされた上でダウンロードしていただきますようお願いいたします。



おすすめの作品や本の評判をまとめて確認できるように

■あなたにおすすめの作品が表示されるようになりました。

ログインしているとき、トップページに、

「おすすめの本」「最近読んだ本」「購入した本」「お気に入りの本」が表示されるようになりま

した。

これまでのランキングだけでなく、

一人ひとりに合わせたおすすめをご紹介できるようになりました。

※データが貯まれば貯まるほど精度が上がりますので、

たくさん本を読んだり、お気に入りをつけたりしてみてくださいね。

■本の評判をまとめて確認することができるようになりました。

これまで、ページごとにコメントやお気に入り☆をつけるので、

その本がどういった評判なのかがわからなかったのですが、

まとめて確認できるようになりました。

こちらの評判一覧というところをクリックすると、

ページごとにつけられた評判がばーーっと出てきます。

http://p.booklog.jp/
http://p.booklog.jp/book/444


今後ブクログのパブー本棚につけられたレビューなども追加していきたいと思います。

ぜひこちらの２機能でもっとパブーの本を楽しんでくださいね。

http://p.booklog.jp/book/444/reaction


クレジットカードのオートチャージ設定が簡単になりました。

おさいぽ！ポイントを事前に買わなくても、

おさいぽ！IDにクレジットカード登録をするだけで

本を買うことの出来るオートチャージ設定が簡単になりました。

IDを設定したあとに、設定画面から登録してください。

ログイン＞設定変更＞購入設定＞オートチャージ設定

オートチャージ設定とは？

一度おさいぽ！IDにクレジットカードを登録すると、 
次回からはいつでもパブーの本を買うことができるようになる便利な設定です。

１.あなたのおさいぽ！IDを取得します。（パブーサイト内で取得可能） 
２.おさいぽ！にクレジットカードを登録し、オートチャージ設定をします。

３.パブーで好きな本を選んで購入 
※一度登録していただければ、次からは手続き不要です！

https://p.booklog.jp/setting/osaipo
https://p.booklog.jp/setting/osaipo


PDFのプレビュー機能がつきました

PDFではどんな風にみえるのだろう？ということを確認しながら本を作ることができるよう、

ページの作成画面に、PDFプレビュー機能がつきました。

ページの作成・編集ページの右上にボタンが付いております。

こちらをおすと、プレビュー画面が出てきます。

左サイドのメニューで、余白のありなしでみた目を調整したり、

PDFのファイル更新、ダウンロードをすることもできます。



ぜひこちらのPDFプレビュー機能をご活用ください。



PDFの余白設定ができるようになりました。

PDFの余白設定ができるようになりました。

■設定方法

１：ログイン＞マイページ＞本の管理＞PDF・ePub
右上「PDF出力オプション設定」をクリックしてください。

２：余白あり・なしを選んでください。

※現在アップロードされている作品は全て余白ありの設定になっております。

※漫画などで1ページ全体に画像を表示し、余白なしの設定にされたい場合は、

1024px×724pxの画像で投稿してください。

→その場合、ページタイトルを入れますと、画像がpdfの1ページ内におさまりきらない場合がござい

ます。

ページタイトルを削除するか、縦:968px、横:724pxの画像をご用意いただくと1ページ内に収まり

ます。

今回の設定の追加にあわせまして、画像の推奨サイズが1026×724pxから、1024px×724pxに変更して



おります。

ぜひこちらの機能をご利用ください。



PDFを右綴じと左綴じを選べるようになりました。

漫画を公開されている方々からご要望の多かった、

PDFの右綴じができるようになりました。

本の管理＞左サイドバー　PDF・ePub　＞PDF出力オプション設定　

基本設定は「左綴じ」になっておりますので、「右綴じ」に変更してください。

PDFやePubは今後も改善をしていきたいと思いますので、

ご意見・ご要望はこちらからお願いいたします。

http://p.booklog.jp/book/385/page/12912


おさいぽの登録が簡易化されました。

本を購入する際に、おさいぽの登録が面倒だというご意見をいただきまして、

改善の第一歩として、登録をパブーサイト内で完結するようにいたしました。

ログイン＞設定変更＞おさいぽ設定から

パブーサイト内でおさいぽの登録ができるようになりました。



みなさんの作品がもっと買いやすくなるように改善をすすめてまいりますので、

今後ともどうぞよろしくおねがいいたします。



ブログで紹介リンク（ブログパーツ）ができました。

本日パブーにブログパーツができました。

簡単にブログにパブーの作品の概要を出すことができます。

作成は、書く本の「この本をブログで紹介する」というリンクを押し、

お好きなパーツを選んでください。



ご自分の作品はもちろん、お気に入りの作品を紹介する際も、ぜひご利用くださいね。



本の閲覧数が表示されるようになりました

2010年7月7日（水）10:45

本日、本の閲覧数が表示されるようになりました。

マイページでそれぞれの閲覧数を確認することができます。

（※閲覧数は本の作者のみ表示されます）

それでは、今後ともパブーをよろしくお願いいたします。



生成されるPDFファイルのスタイルをアップデートしました

2010年６月25日（金）19:00

本日、生成されるPDFファイルのスタイルをアップデートしました。

使用するフォントも変更いたしましたので、以前のものよりも見やすくなっています。

■これからのPDF（New!!）

■これまでの残念なPDF

なお、新しいPDFを生成するには、本の管理画面の「PDF・ePub」から【更新する】ボタンをクリ



ックしていただく必要があります。ぜひご利用ください。

それでは、素敵な週末をお過ごしください。



利用規約 第13条 改定のお知らせ【追記あり】

規約13条につきましてご心配いただいているお客様がいらっしゃいましたので、

ご説明させていただきます。

▼規約第13条
1. 本サービスを利用して投稿されたテキスト・画像等の著作権は、当該テキスト・画像等を創作した者

に帰属します。

2. 当社は、本サービス及び他社との提携サービス上において、ユーザーが投稿したテキスト・画像等を

無償で、複製する権利、公衆送信する権 利、翻案・翻訳する権利、改変する権利、編集する権利を

有するものとし、ユーザーはこれを許諾するものとします。また、かかる使用に際してユーザーは、

当 社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

3. ユーザーは、自己が保有する本サービスを利用して投稿したテキスト・画像等の著作権を第三者に譲

渡する場合には、第三者に対し、前2項に つき承諾させるものとし、承諾がなかったことによるトラ

ブル等に関しては、当社は一切その責任を負わないものとします。

こちらの2、3につきまして、弊社が作品を勝手に販売したり、

他のサイトに断りなく掲載し金銭を得るためのものではございません。

ランキングやおすすめ枠などの作品のプロモーションとして

弊社で使わせていただくことがございますので、この規約を用意しております。

パブーの作品の著作権はあくまでも作者様に帰属いたします。

誤解をさせてしまいました皆様、大変申し訳御座いませんでした。

ただいま、誤解をされないような規約文章に変更をしておりますので、もうしばらくお待ちください

ませ。

今後ともパブーをどうぞよろしくお願いいたします。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【追記】下記規約文に変更いたしました。（6/25　12:10）

新しい規約は以下になります。

第13条（テキスト・画像等の使用許諾等）

1.    本サービスを利用して投稿されたテキスト・画像等の著作権は、当該テキスト・画像等を創作し

た者に帰属します。ただし、ユーザーは、本サービスサイト及び当社が単独で運営する、若しくは当



た者に帰属します。ただし、ユーザーは、本サービスサイト及び当社が単独で運営する、若しくは当

社が提携するその他のウェブサイト上での宣伝告知等の運営の目的に限り、テキスト・画像等の全部

又は一部を利用することをあらかじめ無償で許諾するものとします。

2.    ユーザーは、自己が保有する本サービスを利用して投稿したテキスト・画像等の著作権を第三者

に譲渡する場合には、第三者に対し、前項につき承諾を得るものとし、承諾がなかったことによるト

ラブル等に関しては、当社は一切その責任を負わないものとします。

今後ともパブーをどうぞよろしくお願い致します。



ダウンロード数が表示されるようになりました

2010年６月24日（木）19:30

本日、PDF・ePubファイルのダウンロード数を表示するようにしました。

以下の場所で、それぞれ確認することができます。

（※ダウンロード数は本の作者のみ表示されます）

■マイページ

■本の管理画面のサイドバー

以上となります。

それでは、素敵なパブーライフをお過ごしください。



【完了】パブー メンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

 
3/3(火)にパブーのメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

 
【実施日時】

2015年3月3日(火) AM10:30 〜 12:30
※ 終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

 
【メンテナンス内容】

サーバーメンテナンス

 
【影響内容】

・メンテナンス中は、パブーでの本の閲覧や作成等、すべてがご利用いただけない状態となります。

　（Androidアプリ、Chromeウェブアプリも含む）

 
ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

何卒ご了承いただけますようお願いいたします。

 
■追記 3/3 12:30
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。



【解決済み】「購入・支払い設定」でクレジットカードの設定ができない不具合につきま
して

平素よりブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

「購入・支払い設定」におきまして、クレジットカードの設定ができないが不具合が発生しておりました。

現象：クレジットカードの設定ができない
発生日時：9月3日(火) 12:00 〜 9月4日(水) 20:00

現在は修正が完了し、正常な動作を確認しております。

この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。
今後ともブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。



【解決済み】クレジット決済でVISAをご利用のお客様へ

平素はブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

本日、2012年10月25日（木） 08時03分頃から、VISAブランドのカードでの決済において、

カード会社の提供する本人認証サービス（3Dセキュア）に障害が発生し、一部決済が出来ない現象

が発生しております。

VISAブランドのカードでのお支払いをご希望のお客様は復旧まで今しばらくお待ち頂きますようお

願いいたします。

なお、お急ぎの方は、お手数ですが、他ブランドのカードに変更頂き、ご入金頂きますようお願いい

たします。

----------------------------------------------------

[追記] 10月25日 18:52
2012年10月25日（木） 16時25分 復旧が完了いたしました。

この度はご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。

今後ともブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。



【解決済み】決済サービスが接続しづらい

平素よりブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

ただいま、決済サービスが断続的に接続しづらい障害が発生しております。

お客様にはご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんが、

決済サービスの復旧完了まで、今しばらくお待ち頂きますようお願いいたします。

[追記] 9月4日 18:10
障害の復旧が完了いたしました。
現在は正常にご利用頂ける状態となっております。

この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。
今後ともブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。



【解決済み】「パブーからのお知らせメール」の配信不具合につきまして

平素よりブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

本日、「パブーからのお知らせメール」におきまして、下記不具合が発生しておりました。

■現象：同じ内容のメールが重複して配信される、メールが配信されない

■発生日時：7月24日（対象は、7月23日分）

■該当メールの内容：

以下のリアクションがございました際にお送りしている、お知らせメール

・本が購入された場合

・本にコメントが付いた場合

・読者登録があった場合

・読者登録している作家の本が公開・更新された場合

現在は不具合修正が完了し、明日、7月25日送信分より正常に配信されるようになります。

この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。

今後このようなことのないよう、再発防止に努めて参ります。

今後ともブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。



【解決済み】Internet Explorer 9 で編集した、奥付のリンク先URLを修正しました

平素よりブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

Internet Explorer 9 で編集した、奥付のリンク先URLの表記が正しくない

不具合が発生しており、本日、修正いたしました。

※本件につきまして、お客様側で個別に作業を行っていただく必要はございません。

※Internet Explorer 9 以外のブラウザでは本不具合は発生しておりませんのでご安心ください。

この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。

今後ともブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。



【完了】自動セーブ機能メンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

2/23(木)に、自動セーブ機能のメンテナンス作業を実施いたします。

なお、メンテナンス中も、本の作成や編集など、その他の機能は通常通りご利用いただけます。

【実施日時】

2012年2月23日(木) 11:00〜12:00
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

何卒ご了承いただけますようお願いいたします。

■追記 2/23 12:04
誠に申し訳ございませんが、メンテナンスの作業内容により、

お時間がかかることが見込まれるため、終了時刻を更に1時間延長し、

13時までとさせていただきます。

ご利用のお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

今しばらくお待ち頂きますようお願いいたします。

■追記 2/23 13:07
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございました。



【完了】パブー・ブクログ メンテナンスのお知らせ

平素はブクログ・パブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

2/20(月)に、ブクログのシステムアップデートに伴うメンテナンス作業を実施いたします。

メンテナンス中は、ブクログ・パブーをご利用いただけなくなりますので、ご了承くださいませ。

【実施日時】

2012年2月20日(月) 02:00AM〜10:00AM
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

[※追記]　2月15日(水)　17:31
PDFインポート、ブログインポート、ePubインポート機能につきましては、
2月19日 23:00〜10:00のあいだ、ご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承くだ
さい。

【メンテナンス内容】

ブクログのシステムアップデート

【影響内容】

・メンテナンス中は、ブクログ・パブーをご利用いただけなくなります。

（アプリ・モバイル版等も含む）

ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

何卒ご了承いただけますようお願いいたします。

[追記] 2月20日 10:00
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご協力をいただきありがとうございました。

なお、現在ブクログで、ドコモの携帯電話からログインができない不具合が発生しており、
調査・対応をおこなっております。

ご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません。
復旧まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

[追記]　2月20日(月) 11:23
ドコモの携帯電話からログインが出来ない不具合につきまして、復旧いたしました。
この度はご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした。





【完了】パブー メンテナンスのお知らせ

平素はパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

11/15(火)にパブーのメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、パブーをご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

【実施日時】

2011年11月15日(火) 10:00 〜 12:00
※ 終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

[※追記]　11月14日(月)　11:00
PDFインポート、ブログインポート機能につきましては、

7:00〜12:00のあいだ、ご利用いただけない状態となりますので、あらかじめご了承ください。

【メンテナンス内容】

サーバー機器の増強

【影響内容】

・メンテナンス中は、パブーでの本の閲覧や作成等、すべてがご利用いただけない状態となります。

　（Androidアプリ、パブー本棚、Chromeウェブアプリも含む）

ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

何卒ご了承いただけますようお願いいたします。

[追記] 11/15(火) 11:31
メンテナンスは完了いたしました。

この度はご協力をいただきありがとうございました。



【解決済み】Zipインポート機能でインポートが実行できない不具合につきまして

平素よりブクログのパブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

「Zipインポート機能」におきまして、画像ファイルを読み込み後に、「インポート」が実行できな

い不具合が発生しておりました。

現象：Zipインポート機能で、画像ファイルを読み込み後、「インポート」を実行できない。

発生日時：8月2日 19時頃 〜 8月3日 16時頃

現在は不具合修正が完了し、正常な動作を確認しております。

なお、ご確認後も現象が改善されていない場合は、一度キャッシュファイルの削除を
おこなっていただきますようお願いいたします。

※キャッシュファイルの削除方法

◆Windowsの場合

ページを表示している状態で、[Ctrl]キーを押しながら [F5]キーを押してください。

◆Macintoshの場合

ページを表示している状態で、

　●Google Chrome、Safari をご利用の方

　　[コマンド]キーを押しながら [R]キーを押してください。

　●Firefox をご利用の方

　　[コマンド]キー と[Shift]キーを押しながら [R]キーを押してください。

この度はご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。
今後ともブクログのパブーをどうぞよろしくお願いいたします。



パブー・ブクログ メンテナンスのお知らせ

平素はブクログ・パブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

6/28(火)にパブーのメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、ブクログ・パブーをご利用いただけなくなりますので、ご了承くださいませ。

【実施日時】

2011年6月28日(火) 10:30 〜 12:00
※ 終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

【メンテナンス内容】

サーバー機器のメンテナンス

【影響内容】

・メンテナンス中は、ブクログ・パブーをご利用いただけなくなります。

（アプリ・モバイル版等も含む）

ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

何卒ご了承いただけますようお願いいたします。



パブー・ブクログ メンテナンスのお知らせ

平素はブクログ・パブーをご利用頂き、誠にありがとうございます。

5/18（水）にパブーのメンテナンスを行います。

メンテナンス中は、ブクログ・パブーをご利用いただけなくなりますので、ご了承くださいませ。

【実施日時】

2011年5月18日(水) 14:00〜14:30
※終了予定時刻に関しましては、作業の状況により変更する場合があります。

【メンテナンス内容】

サーバー機器のメンテナンス

【影響内容】

・メンテナンス中は、ブクログ・パブーをご利用いただけなくなります。

（アプリ・モバイル版等も含む）

ご利用の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、

何卒ご了承いただけますようお願いいたします。



2月の購入履歴の重複送信につきまして

本日2月の購入履歴を重複送信してしまいましたことをご報告させていただきます。

◆対象：2月にパブーの作品を購入された方

◆現象

　　　　　12:00頃　　2月の購入履歴を送信　

　　　　　17:03頃　　12:00頃に送信したメールについて一部履歴に間違いがあったため、

　　　　　　　　　　　　再送しようとしたところ、テストメールを間違えて送信

　　　　　17:04頃　　正確な購入履歴を送信

つきましては、購入自体が3回行われたのではなく、

最終的に、2月の正確な購入履歴は3通目の1通分となりますので、

こちらをご確認いただきますようお願いいたします。

お客様を混乱させてしまい大変申し訳ございませんでした。

今後同様の事がないよう管理を徹底して参ります。

今後ともパブーをどうぞよろしくお願い致します。



パブー閲覧障害についてのお詫びとご報告

昨日11時頃から本日夕方にかけ、パブーにおきまして、閲覧障害が発生しておりました。

多くのユーザーの皆様にご心配・ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

【障害内容】パブー全ページが閲覧できない

【発生時刻】2011年2月15日 午前11時30分頃から 2月16日16時頃迄

【対応内容】2011年2月15日午後復旧対応、及びDNSサーバの移行をおこないました

接続環境によってDNSキャッシュのエラーが残ってしまうことから、復旧後も正常にサイトが表示さ

れるまで長い間お待たせしてしまい、大変申し訳ございませんでした。

今後はこのようなことのないよう、システム改善・安定運用を心がけてまいります。

この度は多くの皆様に御迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。

今後ともパブーをよろしくお願いいたします。

▼詳細はこちらをご覧ください

http://info.booklog.jp/?eid=272

http://info.booklog.jp/?eid=272


PDF閲覧不具合についてのお詫びとお知らせ

パブーで作成された作品につきまして、KindleでのPDF閲覧時に、下記の不具合が発生しておりました。
ユーザーの皆様にご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。
これまでの経緯と、今後の対応につきましてお知らせさせていただきます。

１．経緯
2011年1月4日、本を作成される際にPDF出力設定を”右綴じ”に設定すると、Kindleで閲覧できないという不具合が確認され
ました。

２．修正対応
2011年1月13日、システムを修正し、正常に閲覧できることを確認いたしました。

３．今後の対応につきまして
下記に該当するユーザー様は、大変お手数ですが、以下手順に従い、PDF出力設定の更新をお願いいたします。
＜該当ユーザー様＞
パブーで作品を作成する際に、PDF出力設定を”右綴じ”に設定された方
＜PDF更新方法＞
ログイン＞本の管理＞PDF・ePub更新

今後もサービスの向上に努めてまいりますので、引き続きブクログのパブーをご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申

し上げます。

-2011年1月13日　13:00



本を購入できないお客様へ

Windows Vista の InternetExplorer8をお使いの方が

パブーの本を購入できないという現象が発生しております。

現在原因と解決方法を検証中ですので、取り急ぎ下記の方法をお試し頂きますようお願いいたします

。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

現象：購入ボタンを押した後次のページに進むことができない。

弊社対応：原因・解決方法を検証中

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

現状の解決方法

（1）Microsoft社推奨の解決方法をお試しいただく　

まずは、Microsoft社で推奨されております、こちらの解決方法をお試しください。

http://support.microsoft.com/kb/813444

（2）他の推奨ブラウザをお試しいただく

（1）をお試しいただき、解決されない場合は、現状OSで Windows Vistaを使った時も

InternetExplorer8以外のブラウザでは、同様の現象が起こっておりませんので、

こちらのブラウザから再度お試しいただきますようお願い致します。

▼Firefox
http://mozilla.jp/firefox/

▼Google Chrome
http://www.google.co.jp/chrome/intl/ja/landing_ff.html

お客様にはご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんが、

引き続き検証を続けてまいりますので、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

http://support.microsoft.com/kb/813444
http://mozilla.jp/firefox/
http://www.google.co.jp/chrome/intl/ja/landing_ff.html


２０１１年メディア掲載情報（9月〜）

 ブクログのメディア掲載情報はこちら！

「ブクログからのお知らせ」　http://info.booklog.jp/?eid=265

 パブーの２０１１年（1〜８月）のメディア掲載情報はこちら！

「パブーからのお知らせ」　http://p.booklog.jp/book/385/page/209313

 パブーの２０１０年のメディア掲載情報はこちら！

「パブーからのお知らせ」　http://p.booklog.jp/book/385/page/53284
--------------------------------------------------------------------------
■11月18日（新聞）

日経MJでパブーのAndroidアプリが紹介されました。

■11月10日（雑誌）

BIGLOBE会員情報誌『サーイ・イサラ 2011年11月号』でパブーが紹介されました。

■11月10日（WEB）

パブーのAndroidアプリがWEBサイトで紹介されました。

『CNET Japan』
http://japan.cnet.com/news/service/35010352/
『ITmedia「eBookUSER」』

http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1111/10/news062.html

■11月9日（WEB）

パブーのAndroidアプリがWEBサイトで紹介されました。

『INTERNET Watch』
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20111109_489519.html
『マイナビニュース』

http://news.mynavi.jp/news/2011/11/09/070/index.html
『Venture Now』

http://www.venturenow.jp/news/2011/11/09/1848_015726.html

■10月3日（WEB）

お笑いナタリーで、「fan＊fun vol.3.5　〜キングオブコント直前緊急特別号〜」が紹介されました

。

パブーで公開中の、ファンによるファンのためのお笑い雑誌「fan＊fun vol.3.5　〜キングオブコント

直前緊急特別号〜」が紹介されました。

http://info.booklog.jp/?eid=265
file:///tmp/puboo/385/book/385/page/53284
http://japan.cnet.com/news/service/35010352/
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1111/10/news062.html
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20111109_489519.html
http://news.mynavi.jp/news/2011/11/09/070/index.html
http://www.venturenow.jp/news/2011/11/09/1848_015726.html


http://natalie.mu/owarai/news/57040

・punch-line/ 『fan*fun　ファンによるファンのためのお笑い雑誌　vol.3.5　KOC直前緊急特別号』

■9月26日（WEB）

ITmedia「eBookUSER」で、パブーの「ブログインポート機能」が紹介されました。

http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/25/news005.html

■9月22日（WEB）

パブーの「ブログインポート機能」がWEBサイトで紹介されました。

『マイコミジャーナル』

http://journal.mycom.co.jp/news/2011/09/22/027/index.html
『MdN Design Interactive』
http://www.mdn.co.jp/di/newstopics/19972/
『INTERNET Watch』
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110922_479156.html
『Venture Now』

http://www.venturenow.jp/news/2011/09/22/1134_014607.html

---------------------------------------------------------------------------

 ブクログのメディア掲載情報はこちら！

・「ブクログからのお知らせ」　http://info.booklog.jp/?eid=265

http://natalie.mu/owarai/news/57040
http://p.booklog.jp/book/34714
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/25/news005.html
http://journal.mycom.co.jp/news/2011/09/22/027/index.html
http://www.mdn.co.jp/di/newstopics/19972/
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110922_479156.html
http://www.venturenow.jp/news/2011/09/22/1134_014607.html
http://info.booklog.jp/?eid=265


２０１１年メディア掲載情報（1〜8月）

 ブクログのメディア掲載情報はこちら！

「ブクログからのお知らせ」　http://info.booklog.jp/?eid=265

 パブーの２０１１年（９月〜）のメディア掲載情報はこちら！

「パブーからのお知らせ」　http://p.booklog.jp/book/385/page/593238

 パブーの２０１０年のメディア掲載情報はこちら！

「パブーからのお知らせ」　http://p.booklog.jp/book/385/page/53284
--------------------------------------------------------------------------

■8月19日（WEB）

『ダ・ヴィンチ電子部』で紹介されました。

『まつもとあつしの電子書籍最前線Part4(前編)　電子本棚『ブクログ』と電子出版『パブー』からみ

る新しい読書の形』で、

弊社の吉田がブクログとパブーに関するインタビューにお答えしています。 

■8月5日（書籍）

『いちばんわかりやすい電子書籍の本』でパブーが紹介されました。

■7月25日（WEB・雑誌）　

・「泣けるAKB48メンバーヒストリー　少女たちの汗と涙の軌跡」がWEBサイトで紹介されました

。

『eBook USER』

http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1107/20/news062.html
『ダ・ヴィンチ 電子部』

http://blog.mediafactory.co.jp/dd/?p=23324
『日刊サイゾー』

http://www.cyzo.com/2011/07/post_7968.html

・「文芸あねもね」が雑誌・WEBサイト等で紹介されました。

http://info.booklog.jp/?eid=265
http://p.booklog.jp/book/385/page/593238
http://p.booklog.jp/book/385/page/53284
http://blog.mediafactory.co.jp/dd/?p=23578
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4844362097?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1107/20/news062.html
http://blog.mediafactory.co.jp/dd/?p=23324
http://www.cyzo.com/2011/07/post_7968.html


＜雑誌＞

『GINGER L。 3』 『Quick Japan! 96号』　『papyrus 37号』　　『小説新潮』（2011年8月号）

『GINGER』（2011年9月号）　『小説宝石』（2011年8月号） 『ジェイ・ノベル』（2011年8月号

） 『野性時代』（2011年8月号） 『Feel Love Volume13』

 ＜WEBサイト＞

『Webマガジン幻冬舎』

http://webmagazine.gentosha.co.jp/special/bungei_anemone.html
『カラフル（双葉社文芸部門のウェブマガジン）』

http://www.f-bungei.jp/
『WEBコバルト』

http://cobalt.shueisha.co.jp/

＜携帯サイト＞

『sari-sari』
http://www.kadokawa.co.jp/sari-sari/

■7月20日（WEB）　

『WEB本の雑誌』で「文芸あねもね」が紹介されました。

http://www.webdoku.jp/newshz/azuma/2011/07/15/104926.html

■7月15日（雑誌）　

『ダ・ヴィンチ 2011年8月号』で紹介されました。

『 [特集] 東日本大震災 無力感を祈りに変えて』 のP.37 「これから私たちにできること」にて、

パブーで公開中の下記３作品が紹介されていました。

・文芸あねもね / 『文芸あねもね』

・漫画家有志によるおひさまぷろじぇくと / 『漫画家有志チャリティ同人誌・おひさまがいっぱいｖ

』

・プロジェクト代表:立花実咲さん / 
　『オンライン作家による【LOVE】アンソロジー 〜One for All , All for One ……and We are the One
【 VOL1】〜』

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4344008650?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4778312627?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0053Z94B8?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00596T1DC?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00596T14Q?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00546DLOC?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0058OQDIG?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4047221430?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4396801130?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http:
http://www.f-bungei.jp/
http://cobalt.shueisha.co.jp/
http://www.kadokawa.co.jp/sari-sari/
http://www.webdoku.jp/newshz/azuma/2011/07/15/104926.html
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B005790LYO?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://p.booklog.jp/book/29199
http://p.booklog.jp/book/25787
http://p.booklog.jp/book/23160


　『オンライン作家による【LOVE】アンソロジー 〜One for All , All for One ……and We are the One
【 VOL2】〜』

■6月21日（雑誌）　

『オトナファミ 2011年8月号』で「サイバラ海賊版コンテスト」が紹介されました。

『Software Design 2011年7月号』でパブーが紹介されました。

■5月12日（WEB）

クリエイターボックスでパブーが紹介されました。

http://www.webcreatorbox.com/webinfo/freelancer-sub-projects/

■4月4日（WEB）

クリエイターボックスでパブーが紹介されました。

http://www.webcreatorbox.com/webinfo/web-services/

■2月19日（WEB）

ITmedia「eBookUSER」にて、扶桑社とパブーによる「リアルロマンス小説大賞」が紹介されま

した。

扶桑社の主催でパブーが協力させていただいている「リアルロマンス小説大賞」についてご紹介して

いただきました。

作品の募集期間は５月１３日までとなっておりますので、引き続き皆さまのご参加をお待ちしており

ます!!

・紹介記事「扶桑社、パブーと共同で第5回リアルロマンス小説大賞を展開」

http://p.booklog.jp/book/23315
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0053PO21U?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0052YKF2C?tag=booklog.jp-22&linkCode=as1
http://www.webcreatorbox.com/webinfo/freelancer-sub-projects/
http://www.webcreatorbox.com/webinfo/web-services/
http://p.booklog.jp/contest/real_romance
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1103/24/news067.html


■2月21日（WEB）　ITmedia「eBookUSER」にてパブーが紹介されました。

eBook forecastというコーナーの「2月前半の注目すべき電子書籍市場動向」という記事で、

生活総合情報サイト「All About」の独自の電子書籍ブランド「All About Books」のパブーでの販売

、

パブーの「青空文庫漫画コンテスト」について取り上げていただきました。

・紹介記事「2月前半の注目すべき電子書籍市場動向」

・All About Booksの本

　 　

■2月19日（WEB）　SankeiBizにてパブーが紹介されました。

「電子自費出版」を後押しするサービスとして、ブクログのパブーについて写真付きでご紹介いただ

きました。

・紹介記事「ネット系企業のサービス続々 電子自費出版、低コスト魅力」

■1月10日（WEB）　＠ｎｉｆｔｙビジネスにてインタビューが掲載されました。

@niftyビジネス「中の人直撃インタビュー　気になるあの場所あの人を知りたい!」というコーナー

にて、

パブーのサービスとしてのこれまでとこれからについて、弊社の馬居がお話しさせていただいており

ます。

・インタビュー記事「誰でも気軽に出版、電子書籍サービス「パブー」」

■1月10日（雑誌）　『日経パソコン 2011年 1/11号』で紹介されました。

「撮りためた画像を楽しむ新しい方法：電子書籍で自作の旅行記を出版する」というページにて、

パブーでの電子書籍出版手順を掲載していただきました。

・日経パソコン編集部さんが実際にパブーで作った写真集はこちら!
「パリラリラ」

http://p.booklog.jp/users/allabout-argent
http://p.booklog.jp/contest/02
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1102/21/news023.html
http://p.booklog.jp/book/19123
http://p.booklog.jp/book/19171
http://p.booklog.jp/book/19097
http://www.sankeibiz.jp/business/news/110219/bsj1102190501000-n1.htm
http://business.nifty.com/articles/inside/20110110/index.htm
http://business.nifty.com/articles/inside/20110110/index.htm
http://business.nifty.com/articles/inside/20110110/index.htm
http://pc.nikkeibp.co.jp/
http://p.booklog.jp/book/16501


■1月1日（新聞）　『日本経済新聞』にてパブーの絵本コンテスト大賞受賞者が紹介されました。

日本経済新聞の「ニッポン発信」にて、パブー絵本コンテストの大賞を受賞した

『ニコニコしょうてんがい』の作者、ソ・ミジさんが紹介されました！

「新たなアーティストをはぐくむ孵化器」として、パブーについても紹介されています。

---------------------------------------------------------------------------

 ブクログのメディア掲載情報はこちら！

・「ブクログからのお知らせ」　http://info.booklog.jp/?eid=265

http://p.booklog.jp/book/16501
http://p.booklog.jp/contest/01/result
http://p.booklog.jp/book/10505
http://info.booklog.jp/?eid=265
http://info.booklog.jp/?eid=217


２０１０年メディア掲載情報

 ブクログのメディア掲載情報はこちら！

・２０１１年メディア掲載情報　http://info.booklog.jp/?eid=265
--------------------------------------------------------------------------

■12月27日（新聞）　『東京新聞』にてパブーの絵本コンテスト大賞受賞者について紹介されま

した。

パブー絵本コンテストの大賞を受賞した『ニコニコしょうてんがい』の作者、ソ・ミジさんと、

絵本のモデルとなった南長崎ニコニコ商店街の魅力が紹介されております！

なお、この南長崎ニコニコ商店街は「トキワ荘」の地元としても知られているそうです。

『ニコニコしょうてんがい』(無料)

・作品閲覧ページ　http://p.booklog.jp/book/10505
ブクログでレビューを見る >>

■12月14日(テレビ)　大阪のABC朝日放送「ＮＥＷＳゆう＋」で紹介されました。

ニュース情報番組「ＮＥＷＳゆう＋」の「根ほり葉ほり」というコーナーの、

電子書籍特集にて、弊社の馬居がパブーについてのご説明をさせていただきました！

また、パブーで発表されている『蒲田のことなら俺にきけ。』の制作風景なども放映されました。

　・「NEWSゆう＋」

　　http://webnews.asahi.co.jp/you/

『蒲田のことなら俺に聞け。』(有料：100円)

・作品閲覧ページ　http://p.booklog.jp/book/9476
ブクログでレビューを見る >>

http://info.booklog.jp/?eid=265
http://p.booklog.jp/contest/01/result
http://p.booklog.jp/book/10505
http://p.booklog.jp/book/10505
http://p.booklog.jp/book/10505
http://booklog.jp/puboo/book/10505
http://webnews.asahi.co.jp/you/
http://p.booklog.jp/book/9476
http://webnews.asahi.co.jp/you/
http://p.booklog.jp/book/9476
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/10505
http://booklog.jp/puboo/book/9476


■12月10日（テレビ）　テレビ東京『ワールドビジネスサテライト』にて紹介されました。
『ワールドビジネスサテライト』の電子書籍特集の際に、作家の創作活動にも影響を与え始めているサービス

としてパブーをご紹介いただきました。弊社の馬居がインタビューにもお答えしております。

・番組内容ページ「(特集)電子書籍ウォーズ　小説家も変わる」

■12月7日(新聞)　『讀賣新聞』にてパブーの絵本コンテスト大賞受賞者について紹介されました。 
先日行われたパブー絵本コンテストの大賞を受賞作である『ニコニコ商店街』の作者、

ソ・ミジさんの来日してからこの度絵本を描くまでのインタビューが掲載されております。

モデルとなった商店街の方々とミジさんの、にこやかな笑顔が印象的です。

　

　・『ニコニコしょうてんがい』(無料)
　　http://p.booklog.jp/book/10505

■12月6日(書籍)
『クラウドＨＡＣＫＳ！ —同期と共有でラクチン・ノマドワークスタイル』で紹介されました。

小山龍介さん（@ryu2net )の新刊である同書の、電子書籍をクラウド化するという部分で、

パブーを紹介していただきました。

■12月 2日(WEB)  『ウルトラジャンプエッグ』のコラムにインタビューが掲載されました。

『「パブー」が目指す電子出版のスタイルとは？』というテーマのインタビューを、

4週連続で公開していただきました。パブーが生まれた経緯や、

サービスが現在の形をとっている理由まで、じっくり掘り下げていただいてますので、

今までパブーに親しんでくださってる方も、初めてご利用される方にも読んでいただければ幸いです

。

　・ウルトラジャンプエッグ

　　http://ultrajumpegg.com/#/column/0003/0016/01

■11月22日(ムック)　『eBookジャーナル Vol.1』で紹介されました。

http://datazoo.jp/tv/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88/452707
http://p.booklog.jp/contest/01/result
http://p.booklog.jp/book/10505
http://p.booklog.jp/book/10505
http://booklog.jp/asin/4492044043
http://twitter.com/ryu2net
http://ultrajumpegg.com/#/column/0003/
http://ultrajumpegg.com/#/column/0003/0016/01


こちらの「どうする! どうなる!? 日本の電子出版」という特集のp.61にて、

ePub作成プラットフォームとしてパブーをご紹介いただきました。

■11月22日(WEB)　『ITmedia eBook USER』で紹介されました。

『ブログ感覚で作れる電子書籍」の快進撃〜「パブー」吉田氏に聞く（前編）』

『ブログ感覚で作れる電子書籍」の快進撃〜「パブー」吉田氏に聞く（後編）』

というタイトルで、弊社の吉田がブクログとパブーに関するインタビューにお答えしています。 
ブクログとパブーの誕生秘話やパブーの今、これからの展望などは要チェック！

　・ITmedia eBook USER
　　http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1011/22/news016.html
　　http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1011/29/news025.html

■11月11日（雑誌）　『週刊 アスキー 2010年 11/23号』で紹介されました。

※雑誌内で紹介されていた作品

　 ・佐々木俊尚さん 『佐々木俊尚のネット未来地図レポート』　(有料)
　 ・イトウさん 『エブリデイ・マイレシピ』　(無料)
　 ・中山智幸さん 『南点』　（無料)

■10月12日（雑誌）　『週刊 ダイヤモンド 2010年 10/16号』で紹介されました。

※雑誌内で紹介されていたほりひとみさんの作品はこちら

http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1011/22/news016.html
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1011/29/news025.html
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1011/22/news016.html
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1011/22/news016.html
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1011/22/news016.html
http://p.booklog.jp/book/12947
http://p.booklog.jp/book/2222
http://p.booklog.jp/book/2934
http://p.booklog.jp/users/koyama73


■10月4日（雑誌）　『日経 TRENDY (トレンディ) 2010年 11月号』で紹介されました。

■9月28日（新聞）　『東京IT新聞』にパブーのWISH2010大賞受賞が掲載されました。

東京IT新聞

http://www.tokyoitshinbun.jp/

■9月19日(新聞）　『日本経済新聞』でパブーの絵本コンテストが紹介されました。

・パブー作家発掘プロジェクト#1　第1回　絵本コンテスト

・日本経済新聞

http://www.nikkei.com/

■9月15日（新聞）　『株式新聞』で紹介されました。

・株式新聞

http://www.morningstar.co.jp/publishing/kabushiki/

■9月17日（雑誌）　『日経パソコン9.13号』で紹介されました。

■9月2日
（書籍）　『電子書籍の作り方ハンドブック—iPhone、iPad、Kindle対応』でご紹介していただき

ました。

http://booklog.jp/asin/B0043AT0TK
http://www.tokyoitshinbun.jp/
http://p.booklog.jp/contest/01
http://www.nikkei.com/
http://www.morningstar.co.jp/publishing/kabushiki/


■8月28日（イベント）　WISH2010でパブーが大賞、毎日.jp賞を受賞いたしました。

アジャイルメディア・ネットワークさんが主催する、

世界に通用するウェブの新しい製品やサービスを発掘するイベント「ＷＩＳＨ２０１０」におきま

して、

パブーが大賞と毎日.jp賞を受賞させていただきました。

Photo by: Ya-ko

■WISH2010
http://agilemedia.jp/wish2010/

■関連記事

毎日.jp
http://mainichi.jp/select/biz/it/news/20100828mog00m300009000c.html
Techwave
http://techwave.jp/archives/51496002.html
InternetWatch
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100830_390488.html
TechCrunch
http://techcrunch.com/2010/08/30/from-wish-2010-in-tokyo-15-japanese-startups-demo-their-services/
IT media
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1008/30/news081.html

■8月24日（書籍）　

『誰でも作れる電子書籍　今すぐできる制作から販売まで』にパブーを紹介していただきました。 

http://agilemedia.jp/wish2010/
http://www.flickr.com/photos/ya-ko/sets/72157624825932178/
http://agilemedia.jp/wish2010/
http://techcrunch.com/2010/08/30/from-wish-2010-in-tokyo-15-japanese-startups-demo-their-services/
http://techwave.jp/archives/51496002.html
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100830_390488.html
http://techcrunch.com/2010/08/30/from-wish-2010-in-tokyo-15-japanese-startups-demo-their-services/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1008/30/news081.html
http://booklog.jp/asin/4844329049


■8月20日（WEB）　『R25』で紹介していただきました。

ブログ感覚で電子書籍を出版できるサービス登場

■8月17日（WEB）　『ダイヤモンド・オンライン』で紹介していただきました。

“一億総作家時代”の扉を開くか？ 自分で電子書籍を作れる「パブー」の可能性

8月1日（書籍）　『iPadでつかむビジネスチャンス』で紹介していただきました。

■8月8日（雑誌）　『CREA2010年9月号』で紹介していただきました。

■7月31日（雑誌）　『Saai Isara（サーイ・イサラ）2010年8月号』にてパブーが紹介されました

■7月28日（テレビ）　NHK『おはよう日本』でパブーが紹介されました。

※番組内で紹介されていた作品はこちら　『入学Linux』　

■7月18日（雑誌）　『Web Designing 8月号』にてパブーが紹介されました 

http://booklog.jp/asin/4844329049
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/jikenbo_detail/?id=20100820-00003340-r25
http://diamond.jp/articles/-/9068
http://booklog.jp/asin/4022733527
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/759
http://booklog.jp/asin/B003V0OQ7E


■7月7日
（テレビ）　NHK『首都圏ネットワーク』でパブーが紹介されました。 
※番組内で紹介されていた作品はこちら　『入学Linux』　 

（雑誌）　『週刊アスキー 2010年7月20日号』にてパブーが紹介されました。

■7月2日（新聞）　『産経新聞』にてパブーが紹介されました。

--------------------------------------------------------------------------------

 ブクログのメディア掲載情報はこちら！

「ブクログからのお知らせ」　http://info.booklog.jp/?eid=217

http://booklog.jp/asin/B003V0OQ7E
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/759
http://info.booklog.jp/?eid=217


２０１２年メディア掲載情報

 パブーの２０１１年（９月〜）のメディア掲載情報はこちら！

「パブーからのお知らせ」　http://p.booklog.jp/book/385/page/593238

 パブーの２０１１年（1月〜8月）のメディア掲載情報はこちら！

「パブーからのお知らせ」　http://p.booklog.jp/book/385/page/209313
--------------------------------------------------------------------------

■10月11日（新聞）

『日経産業新聞』でパブーのオンデマンド印刷が紹介されました。

■9月5日（雑誌）

『日経トレンディ 2012年10月号』でパブーが紹介されました。

■8月23日（新聞）

『日本経済新聞 (夕刊)』でパブーが紹介されました。

※インタビューにお答えいただいている、高田頌子さん(パブーユーザー様)の作品はこちら。

■4月10日（雑誌）

『日経ビジネス アソシエ 2012年5月号』で紹介されました。

「達人に学ぶ読書術」の「電子書籍で作家デビュー！」でパブーについてご紹介いただきました。

---------------------------------------------------------------------------

 ブクログのメディア掲載情報はこちら！

・「ブクログからのお知らせ」　http://info.booklog.jp/?cid=5

file:///tmp/puboo/385/book/385/page/593238
http://p.booklog.jp/book/385/page/209313
http://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E7%B5%8C-TRENDY-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3-2012%E5%B9%B4-10%E6%9C%88%E5%8F%B7/dp/B008YJ1CRO%3FSubscriptionId%3D0AVSM5SVKRWTFMG7ZR82%26tag%3Dbooklog.jp-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB008YJ1CRO
http://p.booklog.jp/users/takada-shoko
http://info.booklog.jp/?eid=265


【受賞作品決定！】第2回絵本コンテスト結果発表

パブーで開催されていた第2回絵本コンテストの受賞作品が決定いたしました！

オリジナル絵本部門からは大賞1作品・ミーテ賞1作品・おやこ審査員賞1作品が、また、挿絵部門か

らは優秀賞3作品が選ばれました。 

パブー作家発掘プロジェクト#3　『第2回絵本コンテスト』受賞作発表！

http://p.booklog.jp/contest/03/result

今回の絵本コンテストでは、絵本作家きむらゆういち氏とイラストレーターの松尾たいこ氏に加え、

日本公文教育研究会が運営する絵本・育児コミュニティサイト「ミーテ」の会員や、日頃から絵本を

読み聞かせしている親子を審査員に迎えました。それぞれ、プロの視点、親の視点、子供の視点から

選んでいただき、興味深い結果となりました。結果発表ページには審査員からのコメントも記載され

ていますので、是非ご覧ください！

▲審査員のみなさま

 また、一次審査通過作品を含めたオリジナル絵本部門入選作6作品を、株式会社マインドピースの制

作協力のもと、朗読音声つきのePubファイルにいたしました。 
各作品ページよりePubファイルをダウンロードし、iBooks（※）で再生していただくと、絵本のテ

キストが自動的にハイライトされ、それに合わせて朗読音声がながれます。

 演技力のある声優・声優の卵さんたちに読んでいただきましたので、どの作品も聞いていて楽しくな

りますよ！無料ですので、 iPad・iPhoneをお持ちの方は是非ePubファイルでご鑑賞ください。

（※注　iBooksは、iPad・iPhone用の電子書籍リーダーです。

http://p.booklog.jp/contest/03/result
http://p.booklog.jp/contest/03/result
http://mi-te.jp/mitesho_result/
http://p.booklog.jp/contest/03/result
http://mindpeace.co.jp/


　朗読ファイルをお聞きになるには、iOS5以上、iBooks1.5以上の環境を推奨いたします）

 ■朗読音声つきePubファイルの再生方法 
1.iPad・iPhoneから各作品ページにアクセスし、ePubファイルをダウンロードします。

　（iBooksはappstoreから予めDLしてください）

２.ダウンロード後、iBooksから該当作品を起ち上げます。

３.画面上部のボタンをクリックしますと、「朗読を開始する」ボタンが表示されます。

４.画面右側をタップすると次のページへ、左側をタップすると前のページに進みます。上部・下部

をタップするとメニューが表示されます。

また、すべてのご応募作品は、こちらからご覧いただけます。

http://p.booklog.jp/contest/03/list
どの作品も力作ですよ〜。

http://p.booklog.jp/contest/03/list


また、ミーテ様のページでは、ミーテ賞の詳細が掲載されております。

http://mi-te.jp/mitesho_result/
こちらも、是非ご覧ください。

作品をご応募くださいました作家の方々、審査及びePubファイル制作にご協力いただきました皆

さま、誠にありがとうございました！！

パブー作家発掘プロジェクト#3　『第2回絵本コンテスト』

http://p.booklog.jp/contest/03/result

http://mi-te.jp/mitesho_result/
http://p.booklog.jp/contest/03/result


「リアルロマンス小説大賞」受賞作品が販売開始！

株式会社扶桑社主催で行なわれた、女性による女性のための恋愛官能小説コンテスト「第5回リアル

ロマンス小説大賞」の受賞作品が販売開始されました！

 

▼第5回リアルロマンス小説大賞受賞作品販売ページ

http://p.booklog.jp/special/real_romance

応募総数134作品の中から選ばれた大賞2作品、佳作10作品、奨励賞10作品を、順次配信していき

ます。

リアルロマンス小説大賞の特徴は、女性作家が女性読者に向けて書くという点。どの作品にも「恋愛

」と「官能」の要素がしっかりと盛り込まれ、女性ならではの感性でリアルに瑞々しく描かれてい

ます。

11月25日から発売となる第一弾は、次の4作品です！

『素直になれないの！』水瀬遙か

『さよなら、僕だけの秘密』一ノ瀬真希

『水底の牢獄』千恋しおん

『僕は恋に堕ちたペット』藤宮さら

1作品の価格は210円と、欲しいと思った時に気軽に買える値段設定。パブーで購入すると、PCからでもスマートフォンからでも読むことができ、大変便利です。

是非、この機会にご利用ください！

▼第5回リアルロマンス小説大賞受賞作品配信開始！

http://p.booklog.jp/special/real_romance

▼第5回リアルロマンス小説大賞概要

http://p.booklog.jp/contest/real_romance

http://p.booklog.jp/contest/real_romance
http://p.booklog.jp/contest/real_romance
http://p.booklog.jp/special/real_romance
http://p.booklog.jp/special/real_romance
http://p.booklog.jp/special/real_romance
http://p.booklog.jp/contest/real_romance


第2回絵本コンテスト開催！オリジナル絵本とアリスの挿絵を募集します

　2011年10月11日（火）より、第2回絵本コンテストを開催します！

今回は、「オリジナル絵本部門」と、「挿絵部門」の2部門をご用意しました。

「挿絵部門」では、『えほんのアリス』（作：ルイス・キャロル／訳：大久保ゆう）の挿絵を募集し

ます。

また、「オリジナル絵本部門」の審査は、絵本作家のきむらゆういちさんと、イラストレーターの松

尾たいこさん、絵本・子育てコミュニティサイトのミーテさんにご協力いただきます。

結果発表は12月15日。クリスマスに向けて、あなたも絵本を書いてみませんか？

詳細は、こちらのページをご覧ください。

▼作家発掘プロジェクト#03 『第2回　絵本コンテスト』

http://p.booklog.jp/contest/03

みなさまのご応募を、こころよりお待ちしています！

http://p.booklog.jp/contest/03
http://p.booklog.jp/contest/03


大賞は名言写真集☆サイバラ海賊版コンテスト、結果発表！

「漫画家・西原理恵子さんの作品を、プロ・アマ問わず、みんなで自由に二次創作しよう！」という

趣旨のもと開催された、『サイバラ海賊版コンテスト』の受賞作が発表されました！

▼『西原理恵子公認・サイバラ海賊版コンテスト受賞作決定！』

http://p.booklog.jp/contest/saibara/result

思えば2011年5月12日、西原さんによって、パブーがのっとられたあの日。

▲平和だった頃のパブー。

▲5.12、事件は起こった。

「TOPページがこわいので変えてください」

「左上の黄色い生き物はなんですか？」

「ハリネズミを返してください」

「紫色の少女が夢に出てきて困ります」

自ら海賊版を推奨・募集するという、漫画界の常識を覆す行為もさることながら、「妹萌え」「ハリ

ネズミ」の定義を根底から覆す画力に、方方から感嘆の声(と怒声）があがりました。

http://p.booklog.jp/contest/saibara
http://p.booklog.jp/contest/saibara/result


そんな西原さんに「もの申す！」と、たくさんの皆様に作品をご応募いただきました。

そして9月27日、バラマガ編集部・西原さんの最終審査を経て、ついに各賞が決定いたしました！

大賞は、西原さんの名言に自身で撮影した写真を組み合わせた写真集『逆風の青空』。

受賞作品は、アンソロジーとしてパブーで無料配信されます。

▼リンク先で、西原さんのコメント付き色紙がご覧いただけます！

西原理恵子公認！サイバラ海賊版コンテスト受賞作アンソロジー
価格：無料　　閲覧環境：WEB　PDF 
こちらからどうぞ≫

【大賞】hyugayaさん『逆風の青空』

【優秀賞】しお『始発』

【優秀賞】kumafukuro『そのまちのこども』

【優秀賞】保田司『俺的鳥頭紀行』 
【佳作】okutopoda8『わたしの上京ものがたり』

【佳作】ユーキ恵児『先生、右手お貸ししましょうか』 
【佳作】やんぴー『パーマネント野ばら　－海ぞく版－』 
【佳作】isuzumikami『サイバラコンテスト漫画』

【佳作】onicocom『毎日母さん　パクリ編』 
【佳作】れい『ちゃんと見ててね』 

どの作品も力作ですので、どうぞこの機会に、ご覧くださいませ。

http://p.booklog.jp/contest/saibara/list
http://p.booklog.jp/contest/saibara/result
http://p.booklog.jp/contest/saibara/result
http://p.booklog.jp/contest/saibara/result


iPad2があたる☆夏の漫画キャンペーン開催！

夏ですね！

夏と言えばコミケですね！コミティアですね！

漫画イベントが熱い季節です。

ブクログのパブーも、今回で3回目のコミティアへの出展を控えております。

（東5ホールのB列、壁際のブースで、飴をお配りします！）

そこで、この機会に是非たくさんの方にパブーをご利用いただきたく、「夏の漫画キャンペーン」を行います！

■「ブクログのパブー・夏の漫画キャンペーン」とは？

キャンペーン期間中に、パブーでオリジナル漫画を投稿してくださった方の中から7名様に、下記の素敵な商品をプレゼント！

iPad2（wifiモデル）…1名様
Padnote…3名様

ブックン飴20個セット…3名様

▲泣く子も黙る、iPad2！！

（※色はお選びいただけませんのでご了承下さい）

http://p.booklog.jp/
http://www.comitia.co.jp/


▲iPadにそっくりのノート！

▲ブクログのキャラクター「ブックン」の飴セット！

参加方法はいたって簡単です。

①パブーにオリジナル漫画を投稿
　（公開時のジャンルは「漫画」にしてください）

②応募フォームから必要事項を記入し応募

これだけなんです。

少年漫画、少女漫画、BL…どんなジャンルでも構いません。

（ただし、オリジナルに限らせていただきます）

有料本でも無料本でもOKですよ。

応募期間は、2011年8月10日から2011年9月30日までです。

▼応募フォームはこちら

https://booklog.jp/offer/30 

▼パブーのマニュアル「漫画、写真集、イラスト集、絵本をパブーでつくろう」

https://booklog.jp/offer/30


▼パブーのマニュアル「漫画、写真集、イラスト集、絵本をパブーでつくろう」

http://p.booklog.jp/book/378/page/356575

漫画制作者の皆様、是非この機会にパブーを使ってみてくださいね。

http://p.booklog.jp/book/378/page/356575 


大賞作品決定！ラテールライトノベルコンテスト

人気の無料オンラインゲーム「トキメキファンタジー ラテール」を題材にしたライトノベルコンテス

トの大賞作品が決定いたしました！

大賞作品には現金１０万円が贈られるとともに、豪華声優陣によりボイスドラマ化されます。

おめでとうございました！

また、一次審査通過作品も掲載させていただいておりますので、こちらもどうぞご覧ください。

たくさんのご応募、誠にありがとうございました！

http://p.booklog.jp/contest/latale_novel/result
http://p.booklog.jp/contest/latale_novel/result
http://p.booklog.jp/contest/latale_novel/result


ラテール×コミPo!マンガコンテスト結果発表！

 

着せかえが楽しいオンラインゲーム「トキメキファンタジー ラテール」のキャラクターを使った漫画コンテスト
、「ラテール×コミPo!マンガコンテスト」の優秀賞10作品が発表されました！

今回は4コマ漫画での募集ということで、短い募集期間にも関わらず、60作品を超えるご応募をいただきました。
どれも個性的で、シュールで、面白かったです！
こちらから、受賞作品をラテールスタッフさんの解説付きでご覧いただけます。

なお、受賞者の方にはamazonギフト券1000円分が贈られます。
おめでとうございました！

▼「ラテール×コミPo!マンガコンテスト」結果発表ページはこちら
http://p.booklog.jp/contest/latale_comipo/result

http://p.booklog.jp/contest/latale_comipo/result
http://p.booklog.jp/contest/latale_comipo/result
http://p.booklog.jp/contest/latale_comipo/result
http://p.booklog.jp/contest/latale_comipo/result
http://p.booklog.jp/contest/latale_comipo/result
http://p.booklog.jp/contest/latale_comipo/result


西原理恵子公認！サイバラ海賊版コンテスト開催！

「妹系萌え西原を、ひとつたのむ。」—『人生画力対決』で数々の漫画家に殴りこみをかけている西原

理恵子さんが、今度はパブーに殴りこみ！？

このコンテストでは、漫画家・西原理恵子さんの作品をトリビュートした作品を募集します。
形式は、漫画でも小説でも絵本でも俳句でも写真集でも、なんでもOKです！
大賞受賞者の方には、西原さんのコメント付き色紙、人生訓手ぬぐい、amazonギフト券が贈られます。

詳細は、西原理恵子公認！サイバラ海賊版コンテストでご確認下さい！

http://booklog.jp/asin/4091790755
http://booklog.jp/entry?keyword=author:%E8%A5%BF%E5%8E%9F %E7%90%86%E6%81%B5%E5%AD%90&index=Books
http://p.booklog.jp
http://p.booklog.jp/contest/saibara
http://p.booklog.jp/contest/saibara
http://p.booklog.jp/contest/saibara


パブー×コミPo! 漫画コンテスト お題「こんな部活はイヤだ」結果発表！

絵が描けない方でも気軽にポッと漫画が描けるマンガ制作ソフト『コミPo!』を使って制作された漫画を募集する「パブー×コミPo! 漫
画コンテスト お題：こんな部活はイヤだ」の結果が発表されました！

詳細はこちらのページでご確認ください。

http://p.booklog.jp/contest/comipo/result
たくさんのご参加、どうもありがとうございました！

http://p.booklog.jp/contest/comipo
http://p.booklog.jp/contest/comipo/result


パブー×コミPo! 漫画コンテスト お題「こんな部活はイヤだ」開催！

絵が描けない方でも気軽にポッと漫画が描けるマンガ制作ソフト『コミPo!』を使って制作された漫画を募集する「パブー×コミPo! 漫
画コンテスト お題：こんな部活はイヤだ」が開催されます！

詳細はこちらのページでご確認ください。

http://p.booklog.jp/contest/comipo
みなさまのご応募、お待ちしております。

http://p.booklog.jp/contest/comipo


２０１１年 開発対応情報

 パブーのおしらせはこちら！

「パブーのお知らせ」　

http://p.booklog.jp/book/385

 パブーのアップデート情報はこちら！

「パブーのお知らせ：アップデート情報」　

http://p.booklog.jp/book/385/chapter/731
※パブーの機能やサービスへのご要望は、こちらのコメント欄 から、なるべく詳しくご記入いた

だけますようお願いいたします。

--------------------------------------------------------------------------
■12月6日
コメント一覧下部へFacebookのコメントフォームを設置しました。

■11月30日
新カテゴリへの変更を行いました

http://p.booklog.jp/book/385/page/717777

■11月25日
・ページ右上の「カート」で、カートに本が入っているときに 冊数が表示されるようになり

ました。

・「作品検索」を改善いたしました。

　「パブー」、「パ　ブー」(全角スペースを含む)、「パ ブー」(半角スペースを含む)のいずれでも

検索が可能になりました。

■11月9日
Android端末専用アプリができました

http://p.booklog.jp/book/385/page/727802

■11月7日
東日本大震災・チャリティ本販売システム終了のお知らせ

http://p.booklog.jp/book/385/page/284132

■10月20日
出版済みの著書をプロフィールに表示できるようになりました

http://p.booklog.jp/book/385/page/670485

http://info.booklog.jp/?eid=265
https://p.booklog.jp/book/385/page/12912/comment
http://p.booklog.jp/book/385/page/717777
http://p.booklog.jp/book/385/page/727802
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/385/page/284132
http://p.booklog.jp/book/385/page/670485


■10月17日
Internet Explorer 9 で表示されるウィジウィグエディタを変更しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/626541

■9月21日
ブログインポート機能で、Movable Type(TypePad)形式のブログからのインポートにも対応しまし

た

http://p.booklog.jp/book/385/page/521040

■9月15日
JUGEMブログをインポートできる、「ブログインポート機能」を追加しました。

http://p.booklog.jp/book/385/page/521079

■8月18日
ページ順の並べ替えがドラッグ＆ドロップでできるようになりました

http://p.booklog.jp/book/385/page/471662

■8月10日
読者機能を追加しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/461199

■8月4日
プロ版にPDFインポート機能を追加しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/441897

■7月19日
パブーの有料プラン、「プロ版」ができました

http://p.booklog.jp/book/385/page/376310

■5月30日
画像一括Zipインポート機能を追加しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/354141

■5月21日
スマートフォン用ページを作成しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/342479

http://p.booklog.jp/book/385/page/626541
http://p.booklog.jp/book/385/page/521040
http://p.booklog.jp/book/385/page/521079
http://p.booklog.jp/book/385/page/471662
http://p.booklog.jp/book/385/page/461199
http://p.booklog.jp/book/385/page/441897
http://p.booklog.jp/book/385/page/376310
http://p.booklog.jp/book/385/page/354141
http://p.booklog.jp/book/385/page/342479


■5月16日
ウェブブラウザ、GoogleChrome専用のアプリケーションができました

http://p.booklog.jp/book/385/page/341719

■3月25日
東日本大震災の義援金として本の売上を全額寄付できるチャリティ本販売システムを開設しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/284132
一括編集（状態・章の変更、ページの削除）機能を追加しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/295922

■3月1日
タグ、奥付、アダルト作品フラグ機能を追加しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/272095

■2月7日
機能追加・改善をおこないました

・閲覧ページに「シンプルビュー」機能を追加しました

・本の評価が本毎にできるようになりました

・本の作成・編集ページに、文字色の設定と文字数カウント機能を追加しました

・マイページのしおりを非公開に変更しました

・マイページのお気に入りを、ページ毎のfavから本毎の評価へ変更しました

・新規ユーザーが購入するフローを改善しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/246227

■1月21日
クレジットカード決済方法を改善しました

・クレジットカード決済時に、おさいぽ！IDの取得が不要になりました

http://p.booklog.jp/book/385/page/225914

---------------------------------------------------------------------------

 ブクログの機能追加、最新のお知らせはこちら！

・「ブクログからのお知らせ」　http://info.booklog.jp/

http://p.booklog.jp/book/385/page/341719
http://p.booklog.jp/book/385/page/284132
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/385/page/295922
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/385/page/272095
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/385/page/246227
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/385/page/225914
http://info.booklog.jp/?eid=265


２０１２年 開発対応情報

 パブーのおしらせはこちら！

「パブーのお知らせ」　

http://p.booklog.jp/book/385

 パブーのアップデート情報はこちら！

「パブーのお知らせ：アップデート情報」　

http://p.booklog.jp/book/385/chapter/731
「パブーのお知らせ：２０１１年開発対応情報」

http://p.booklog.jp/book/385/page/756576
※パブーの機能やサービスへのご要望は、こちらのコメント欄 から、なるべく詳しくご記入いた

だけますようお願いいたします。

--------------------------------------------------------------------------
■8月9日
外部ストア連携ができました

http://p.booklog.jp/book/385/page/1192058

■8月2日
連載機能ができました

http://p.booklog.jp/book/385/page/1177109

■7月26日
作成した本を印刷できる、オンデマンド印刷ができました

http://p.booklog.jp/book/385/page/1166233

■6月11日
PDFの禁則処理に対応しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/1096491

■5月15日
FacebookID、TwitterIDでログインができるようになりました

http://p.booklog.jp/book/385/page/997858

■5月1日
本を読むページがシンプルになりました

http://p.booklog.jp/book/385/page/994869

http://info.booklog.jp/?eid=265
http://p.booklog.jp/book/385/page/756576
https://p.booklog.jp/book/385/page/12912/comment
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/385/page/1192058
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/385/page/1177109
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/385/page/1166233
file:///tmp/puboo/385/413775/f8e95a22aec446074f2a/book/385/page/1096491
http://p.booklog.jp/book/385/page/997858
http://p.booklog.jp/book/385/page/994869


■4月12日
ゲスト購入機能ができました

thttp://p.booklog.jp/book/385/page/955206

■2月24日
１ページの文字数上限を拡大しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/919157

■2月15日
PDFファイルのページ数が表示されるようになりました

http://p.booklog.jp/book/385/page/907981

■1月30日
メッセージ機能を追加しました

http://p.booklog.jp/book/385/page/863940

---------------------------------------------------------------------------

 ブクログの機能追加、最新のお知らせはこちら！

・「ブクログからのお知らせ」　http://info.booklog.jp/

http://p.booklog.jp/book/385/page/955206
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