
著作物利用許諾申請書 
（2022年 1月 11日改訂） 

株式会社 帝国書院 広報室 行 弊社記入欄     

E-mail  copyright@teikokushoin.co.jp 管理 No. 

 

帝国書院の著作物について，下記のとおり利用申請します。 申請日 20**年 **月 **日 

申請者                      

法人名･団体名 フリガナ テイコクシュッパン 部署・役職、責任者名 フリガナ テイコク チズコ 

株式会社ていこく出版 代表取締役社長 帝国 ちず子 

住所      〒101-0051 部署・役職、担当者名 フリガナ ジンボウ チリコ 

東京都千代田区神田神保町３－２９ 編集部 神保 ちり子 

TEL 03-3261-7748 E-mail copyright@teikokushoin.co.jp 

 
利用したい 

帝国書院の著作物 
 
※複数の場合は，別紙 

 にご記入ください 

☒ 資料集  ☐ 地図帳(注 1)  ☐ その他一般書籍 ☐ デジタル教材  

☐ 帝国書院ウェブサイト    ☐ 二次元コード   ☐ その他（           ） 

利用したい著作物の 

書名・名称 

（書籍の発行日は奥付でご確認 

ください） 

新詳地理資料ＣＯＭＰＬＥＴＥ2021 

 

（発行：2021年 2月） 

利用したい範囲 

（該当する図版名，番号なども記入

してください） 

P98①米の主要栽培地と移動 

P99⑦小麦の主要栽培地と移動 

 

（掲載箇所：  p98①，p99⑦ ページ） 

URL  

ご利用目的 食の安全をテーマとする書籍で説明用に掲載する。 

 

 

 

 

ご利用媒体の 
概要 
 

 
※掲載の内容を示す  

 サンプルを添付 

してください 

 

☒ 書籍   ☐ 冊子  ☐ 教材   ☐ テスト問題集(注 2)   ☐ スライド・資料 

☐ 番組(注 3)  ☐ 動画   ☐ 展示物  ☐ その他（           ） 

発行物または制作物の

名称，番組名 
「日々の食－穀物事情を考える－」 

著作者・発行者 株式会社ていこく出版 

発行様式 
（判型・体裁・総ページ数） 書籍 

発行・公開予定日 20＊＊年＊月＊日(注 3) 発行部数 5000部 

販売価格 1,500円（予定） 公開・配布対象 一般販売 

☐ ウェブサイト サイト名  

URL  

掲載期間    年  月  日 ～  年  月  日(注 4) 

備考 

※許諾書(兼請求書)は申請者宛になります。変更がある場合は，こちらに名称・住所等を必ずご記入ください。 

 

(注 1):小・中・高等学校で使用されている地図帳は教科書の扱いとなります。一般社団法人教科書著作権協会へご申請ください。 

(注 2):入学試験につきましては、問題漏洩防止の観点から、実施後の事後報告をお願いいたしております。試験実施後、実際に著作物をご利

用になった問題用紙（コピー可）を添付してください。なお、入学試験問題集発行などの際は発行前に別途ご申請ください。 

(注 3・4):期間終了後、再放送、再掲載の可能性がある場合は、ご利用の可否や日程が確定した後、改めてご申請をお願いいたします。 



著作物利用許諾申請書 
（2022年 1月 11日改訂） 

株式会社 帝国書院 広報室 行 弊社記入欄     

E-mail  copyright@teikokushoin.co.jp 管理 No. 

 

帝国書院の著作物について，下記のとおり利用申請します。 申請日 20**年 **月 **日 

申請者                      

法人名･団体名 フリガナ テイコクティービー 部署・役職、責任者名 フリガナ テイコク チズコ 

ていこく TV 制作部部長 帝国 ちず子 

住所      〒101-0051 部署・役職、担当者名 フリガナ ジンボウ チリコ 

東京都千代田区神田神保町３－２９ 担当 神保 ちり子 

TEL 03-3261-7748 E-mail copyright@teikokushoin.co.jp 

 
利用したい 

帝国書院の著作物 
 
※複数の場合は，別紙 

 にご記入ください 

☐ 資料集  ☐ 地図帳(注 1)  ☒ その他一般書籍 ☐ デジタル教材  

☐ 帝国書院ウェブサイト    ☐ 二次元コード   ☐ その他（           ） 

利用したい著作物の 

書名・名称 

（書籍の発行日は奥付でご確認 

ください） 

昭和 39年版 復刻版地図帳 

 

（発行： 2004年 1月） 

利用したい範囲 

（該当する図版名，番号なども記入

してください） 

１）表紙 

２）①関東地方要部 

（掲載箇所：２）85～86ページ） 

URL  

ご利用目的 娯楽教養番組で使用。古い年代の地図と現在の地図や風景と比較したクイズなどを作成

する。 

 

 

 

 

ご利用媒体の 
概要 
 

 
※掲載の内容を示す  

 サンプルを添付 

してください 

 

☐ 書籍   ☐ 冊子  ☐ 教材   ☐ テスト問題集(注 2)   ☐ スライド・資料 

☒ 番組(注 3)  ☐ 動画   ☐ 展示物  ☐ その他（           ） 

発行物または制作物の

名称，番組名 
のぞいてみよう 地図タイムスリップ 

著作者・発行者 ていこくプログラム（制作：ていこく TV） 

発行様式 
（判型・体裁・総ページ数） テレビ番組 

発行・公開予定日 20＊＊年＊月＊日(注 3) 発行部数  

販売価格  公開・配布対象 全国放送 

☒ ウェブサイト サイト名 みのがしウォッチ 

URL https://www.minogashi＊＊＊＊＊.co.jp/ 

掲載期間 20＊＊年 ＊月 ＊日 ～20＊#年 #月 #日（1年間）(注 4) 

備考 

※許諾書(兼請求書)は申請者宛になります。変更がある場合は，こちらに名称・住所等を必ずご記入ください。 

再放送の予定がありますが、日程は未定です。 

(注 1):小・中・高等学校で使用されている地図帳は教科書の扱いとなります。一般社団法人教科書著作権協会へご申請ください。 

(注 2):入学試験につきましては、問題漏洩防止の観点から、実施後の事後報告をお願いいたしております。試験実施後、実際に著作物をご利

用になった問題用紙（コピー可）を添付してください。なお、入学試験問題集発行などの際は発行前に別途ご申請ください。 

(注 3・4):期間終了後、再放送、再掲載の可能性がある場合は、ご利用の可否や日程が確定した後、改めてご申請をお願いいたします。 



著作物利用許諾申請書 
（2022年 1月 11日改訂） 

株式会社 帝国書院 広報室 行 弊社記入欄     

E-mail  copyright@teikokushoin.co.jp 管理 No. 

 

帝国書院の著作物について，下記のとおり利用申請します。 申請日 20**年 **月 **日 

申請者                      

法人名･団体名 フリガナ テイコクトショカン 部署・役職、責任者名 フリガナ テイコク チズコ 

ていこく図書館 館長 帝国 ちず子 

住所      〒101-0051 部署・役職、担当者名 フリガナ ジンボウ チリコ 

東京都千代田区神田神保町３－２９ 担当 神保 ちり子 

TEL 03-3261-7748 E-mail copyright@teikokushoin.co.jp 

 
利用したい 

帝国書院の著作物 
 
※複数の場合は，別紙 

 にご記入ください 

☒ 資料集  ☐ 地図帳(注 1)  ☐ その他一般書籍 ☐ デジタル教材  

☒ 帝国書院ウェブサイト    ☐ 二次元コード   ☐ その他（           ） 

利用したい著作物の 

書名・名称 

（書籍の発行日は奥付でご確認 

ください） 

１）世界の諸地域 NOW2021 

２）帝国書院 Web写真館 

（発行：1）2021年 2月、 2）2018年 9月撮影） 

利用したい範囲 

（該当する図版名，番号なども記入

してください） 

１）p170②日本の地形 

２）写真で見る世界のようす＞インドネシア＞3.ランブン州 

（掲載箇所：１）p170②ページ） 

URL https://www.teikokushoin.co.jp/photograph/world/ photo/indonesia/7_3.html 

ご利用目的 一般来館者への資料展示のため、地図や写真を加工し、パンフレットと展示パネルを作

成する。後日自館 Web サイトにも掲載する。 

 

 

 

 

ご利用媒体の 
概要 
 

 
※掲載の内容を示す  

 サンプルを添付 

してください 

 

☐ 書籍   ☒ 冊子  ☐ 教材   ☐ テスト問題集(注 2)   ☐ スライド・資料 

☐ 番組(注 3)  ☐ 動画   ☒ 展示物  ☐ その他（           ） 

発行物または制作物の

名称，番組名 
ていこく図書館 世界と日本のようす展 

著作者・発行者 ていこく図書館 

発行様式 
（判型・体裁・総ページ数） パンフレット（A4、８ページ、）A1パネル 

発行・公開予定日 20＊＊年＊月＊日～※月※日(注 3) 発行部数 
冊子 100部 

パネル１枚 

販売価格 パンフレットのみ有償、1 部 100円 公開・配布対象 一般来館者 

☒ ウェブサイト サイト名 ていこく図書館ウェブサイト 

URL https://www.teikoku＊＊＊＊＊.co.jp/ 

掲載期間 20＊＊年 ＊月 ＊日 ～20＊#年 #月 #日（1年間）(注 4) 

備考 

※許諾書(兼請求書)は申請者宛になります。変更がある場合は，こちらに名称・住所等を必ずご記入ください。 

請求書の宛名は「一般財団法人ていこく研究所広報部」、送付は神保宛にお願いします。 

(注 1):小・中・高等学校で使用されている地図帳は教科書の扱いとなります。一般社団法人教科書著作権協会へご申請ください。 

(注 2):入学試験につきましては、問題漏洩防止の観点から、実施後の事後報告をお願いいたしております。試験実施後、実際に著作物をご利

用になった問題用紙（コピー可）を添付してください。なお、入学試験問題集発行などの際は発行前に別途ご申請ください。 

(注 3・4):期間終了後、再放送、再掲載の可能性がある場合は、ご利用の可否や日程が確定した後、改めてご申請をお願いいたします。 
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