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1.絵本サイト YOMO について
絵本サイト「YOMO」は、プロ、アマ問わず、誰でもオリジナル絵本の出品・販売、試し読
み・購入ができるサイトです。

2.購入までの流れ
（1）まずは気軽に試し読みをしてください。各作品 5 ページまで無料で見ることができま
す。
（2）気になる作品は「会員登録」すると、各作品とも 1 度だけ全ページを試し読みするこ
とができます。
（3）気に入った作品は、「カートに入れる」ボタンを押すと、購入手続きに進めます。画
面の案内に従い、購入手続きを行ってください。

3.会員登録について
当ウェブサイトの作品を購入する場合は、あらかじめ会員登録が必要です。
（1）「会員登録」ページより登録をお願いします。
（2）会員登録時に入力したメールアドレスに、仮登録完了ならびに本登録手続のお知らせ
が配信されます。
（3）配信されたメールに記載された URL（アドレス）を開くと本登録完了となります。

4.絵本について
4.1 絵本のサイズ
作品により、以下のいずれかのサイズになります。
H182×W182 mm / H236×W182 mm / H170×W210 mm /

H257×W182 mm

4.2 作品のページ数
8 ページ / 16 ページ / 24 ページ / 32 ページのいずれかになります。
4.3 製本方法
・製本：レイフラット合紙製本
フルフラット（平ら）に開くことができるパノラマ見開き製本です。

・用紙：マットコート紙
光沢が抑えられている多少厚手の用紙です。

・表紙：PP 貼り + 厚紙合紙
紙にフィルムを貼ることで光沢加工を施し、汚れやキズがつきにくくなるように仕上げています。
※上記以外の製本方法で販売する場合があります。

製本見本：
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5.販売について
5.1 販売価格
1 冊 800～2,200 円（税別）に設定、販売しています（送料別）。
5.2 配送
5.2.1 配送業者
日本郵便株式会社
5.2.2 配送方法
1 冊～2 冊 ：ゆうメール（冊数が少ない場合、原則 ゆうメールでポスト投函となります）
3 冊～
：ゆうパック

5.3 送料
・ゆうメール：1 冊～2 冊の場合、1 冊あたり全国一律 300 円（税込）
・ゆうパック：ご注文された冊数によって、送料が変わります。
※送料は「カート」メニューの「1.カート」>「2.お届け先登録」>「3.入力情報の確認」で確認できます。

・購入金額の合計が税込 10,000 円以上の場合は、送料無料となります。
5.4 配送予定
ご注文を受けてから 3～4 営業日以内に発送いたします。
（印刷、製本に 2～3 営業日、完成後 1 営業日を目安に発送いたします）
5.5 本サービスの対象地域
本サービスは、日本国内を対象地域としています。

6.お支払い方法について
6.1 クレジット決済
VISA、MASTER、JCB、AMEX、DINERS がご利用いただけます。
※デビットカード、プリペイドカードはご利用いただけません。

6.2 代金引換決済
代引手数料：全国一律 390 円（税込）
配達員の方に現金でのお支払いとなります（支払金額 = 販売価格+送料+代引手数料）。
※１配送先につき、上記手数料になります。
※代金引換決済の場合の領収書は、お届け時に運送会社からお受け取りください。
（領収書の宛名は、お届け先の会社名、担当者名となります）

6.3 携帯キャリア決済
ご注文代金を携帯の月々の通信料金と合算してお支払いいただける決済方法です。
※この方式でご決済いただく場合、ご購入手続き画面の途中で、各携帯キャリアの購入手続き画面に移動
します。画面の案内に従ってお手続きください。
※決済に不備がある場合は、ご注文はキャンセルさせていただきますので、ご了承ください。入金不能な場
合は、確認のために弊社からご連絡させていただきます。

7.領収書の発行について
クレジット決済または携帯キャリア決済を選択した場合は、購入後に領収書を発行すること
ができます。
a. ログインした後に、「会員メニュー」より「購入履歴」を表示します。
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b. 購入履歴の一覧から、領収書を発行したい取引の「注文日時」をクリックします。
c.「購入履歴詳細」画面が表示され、画面下部に「領収書発行」ボタンが表示されます。
d. 「領収書発行」ボタンを押すと、領収書が PDF で表示されます。
※領収書を 2 回以上発行した場合、表示に「（再発行）」と表示され、発行日も「再発行日」と記載されま
す。あらかじめご了承ください。
※領収書の宛名は、ご登録いただいた氏名で記載いたします。ご変更いただくことはできませんので、
ご了承ください。

8.ご購入後の対応について
8.1 お申し込み後のキャンセル
本サイトで販売する商品は、申し込み後のキャンセルは受け付けておりません。
8.2 返品
ご注文のお間違えなど、お客様都合による返品につきましては、商品の性質上お受けで
きません。なお、落丁、乱丁など商品に瑕疵がある場合は、利用規約の定めに従って対応
いたします。
8.3 商品のお受け取りができない場合
長期不在、住所間違い、受け取り拒否などにより、お客様が商品をお受け取りされず、
当社に連絡がないまま運送会社の保管期限（出荷より 1 週間）を過ぎた場合は、商品を処分
いたします。なお、その場合でも、商品代金の全額を請求させていただきますので、あら
かじめご了承ください。

9.著作権関係について
・当ウェブサイトおよび当サービスに関する知的財産権は、全て当社または当社にライセン
スを許諾している者が所有しています。
・当ウェブサイトで提供する情報、文書、画像およびその他の著作物は、著作権法、その他
関連する法律および国際条約により保護されています。
・当社の許諾なく、これらの一部または全部を、そのまままたは修正して利用することは、
掲載メディア、表現手段の如何を問わず禁止されています。

10.推奨閲覧環境について
「YOMO」を快適にご利用いただくにあたり、以下の環境での閲覧を推奨いたします。
10.1 PC ブラウザについて
【Windows】
ブラウザ：Microsoft Edge 最新版
Google Chrome 最新版 / Mozilla Firefox 最新版
【Mac】
ブラウザ：Apple Safari 最新版 / Google Chrome 最新版 / Mozilla Firefox 最新版
10.2 スマートフォン
【iPhone】
ブラウザ：Apple Safari 最新版
【Android】
ブラウザ：Google Chrome 最新版 / Android 標準ブラウザ※
-3-

株式会社ニコモ

クリエイタ－ズ絵本「YOMO」購入ガイド

※閲覧する端末により、表示が乱れる場合があります。

11.お問い合わせ
購入に関してご不明な点がございましたら、お気軽に「YOMO お問い合わせ窓口」まで、
お問い合わせください。
※お問い合わせの前に必ず「よくある質問」をご確認ください。
※いただいたお問い合わせには、スタッフが順次回答いたします。回答までお時間をいただく場合もございま
す。また、お問い合わせの内容によっては、ご返信ができない場合もあります。あらかじめご了承ください。

【販売ガイド 改定履歴】
2019 年 05 月 15 日 初版公開
2019 年 06 月 28 日

下記を追記
・注文受付から配送までの作業期間の目安を記載
・送料の確認場所を記載

2019 年 08 月 06 日

下記を変更
・作品の販売価格の範囲を変更
・販売する絵本サイズ（B5）を追加
・製本見本作品を変更
・配送予定期間を変更

2019 年 10 月 09 日

下記を変更
・配送方法（ゆうメール / ゆうパック）の単位冊数を変更
・送料が無料になる場合を追加
・携帯キャリア決済の記述を追加
・推奨閲覧環境を一部修正
・領収書発行の件を追加

2020 年 10 月 02 日

下記を変更
・製本方法についての記述を追加
・携帯キャリア決済不備の記述を追加
・領収書の宛名についての記述を追加
以上
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