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NetGalley会員の利用イメージ 作品を探す

会員ID、パスワードを入力してログイン

①会員ダッシュボード

www.netgalley.jpにアクセス

②作品を探す 書影またはタイトルをクリック

新着作品：各社が作品一覧に掲載した順に表示

リクエストの多い作品：直近2週間内の承認者数ランキング

お気に入り登録した
出版社アカウントが
リストアップ

④承認後、作品詳細ページよりダウンロード③作品詳細ページよりリクエスト

NetGalleyから出版社へ
リクエスト自動通知メールを送付

↓

出版社がリクエストを承認

↓

NetGalleyから会員へ
承認自動通知メールを送付

http://www.netgalley.jp/
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NetGalley会員の利用イメージ 閲覧・フィードバック

Adobe社 会員

元ファイル(PDF/EPUB) acsmファイル

ダウンロードボタンをクリックすると、コンテンツファイルは、AdobeDRMが施されたacsmファイに変換されます。
会員はacsmファイルをダウンロードすることになります。(AdobeDRMを用いた場合) 
AdobeIDを取得のうえ、 閲覧ソフトで閲覧します。AdobeID、閲覧ソフトはいずれも無料で取得頂けます。

⑤フィードバックをする ⑥レビューをする

https://www.netgalley.jp/book/ /review/1
レビューページリンク

会員のレビュー画面

Twitter

会員：レビュー投稿

↓

NetGalleyから出版社へ
レビュー通知メールを送付

↓

出版社：レビュー公開設定

フィードバック、レビュー投稿は会員の任意となります。
フィードバックをしない会員はフィードバック率が低下し、
今後、出版社のリクエスト承認の判断参考値とされます。

SNS連携レビュー投稿(Twitter,Facebookほか)

「Adobe Digital Editions」をインストール

「BlueFireReaderアプリ」をダウンロード

※アンドロイド端末で「BlueFireReader」の不具合が発生した際は
「aldiko book readerアプリ(英語版のみ) 」をご利用いただきます。

PCで閲覧の場合 スマホやタブレットで閲覧の場合

レビューを公開設定すると、作品詳細ページの下部にレビューが追加され、会員・非会員、問わずレビューを閲覧できるようになります。
会員は、任意で自身のレビューページリンクを拡散したり、SNS投稿を行ないます。

https://www.netgalley.jp/book/163635/review/387141
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www.netgalley.jpにアクセス

出版社ID、パスワードをお忘れの場合は、
メディアドゥ NetGalley担当までお問い合わせください。

出版社ID、パスワードを入力してログイン

NetGalleyにログイン

会員として登録する際は、こちらから

http://www.netgalley.jp/
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ダッシュボード ガイダンス

P26 P19 P32

P8

P10

P8

P19

P16

P19

P26

P32

P13

P19

利用枠に掲載中の全作品のアクティビティ状況をダウンロード

利用枠に掲載中の全作品のオープン・ウィジェットリ
ンクを生成します。オープン・ウィジェットについては
P35をご覧ください。
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ダッシュボード
▼
公開プロフィール

編集 or プレビュー

貴社HPやSNSなどを登録してください。
公開プロフィールに表示されます。各種１つまで

会社方針、理念、NetGalley利用目的などを記載

どのような方からリクエストがほしいかを記載

出版社公開プロフィール画面のURLを設定(任意)

公開プロフィールを編集

会社ロゴをアップロード PNGファイル
左右300ピクセル×天地100ピクセル(最大)

編集

「お気に入り出版社として登録」をクリックした会員数

「紹介文」「リクエストをお考えのみなさまへ」を詳細に記載ください。
NetGalley会員には各社の意向に沿ってご利用頂くように、ご案内しております。

紹介文

プロフィール

「戻る」と記載されておりますが、正しくは、「紹介文」となります。
会員画面には影響はなく、ただいま修正中です。
申し訳ございません。
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公開プロフィール 記載例
会員・非会員問わず、出版社の公開プロフィールは、ログインしていない状態でも閲覧可能です。

講談社様

PHP研究所様



MEDIA DO Co., Ltd. 2019 All Rights Reserved.10

申込時に付与されたパスワードを変更することができます。
パスワードをお忘れの際は、メディアドゥ NetGalley担当までお
問い合わせください。再発行をいたします。

貴社NetGalleyご担当者の
連絡先をご記入ください。

管理者情報・連絡先情報・メール通知設定

ダッシュボード
▼
出版社アカウント

連絡先情報・管理者情報
▼
左メニュー メール通知設定

管理者情報

連絡先情報

メール通知設定 リクエスト/レビュー通知の送信先
作品にリクエスト、またはレビューが届いた
際のメール通知の送信先を変更できます。
１件のみ登録のため、グループメールを
登録される出版社様もございます。こちら
はデフォルト設定です。作品単品ごとにも
送信先を変更することも可能です。

ファイルインポート通知の送信先
FTPを用いて作品ファイルをアップロードし
た際、インポート結果の通知の送信先を
変更できます。こちらも１件のみの登録と
なり、作品ごとに設定できます。

デフォルトでは、こちらのメールアドレスが、
通知先に設定されます。
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掲載とは、作品一覧に掲載することを意
味しております。掲載した作品の掲載終
了日(アーカイブ)をデフォルトで設定できま
す。設定後は、全ての新規掲載作品に
適応されます。掲載終了日に設定した日
の23:45に、その作品は自動アーカイブされ
ます。

掲載終了日が未定の場合は、
「作品ごとに設定」のままにしてください。
アーカイブさせたいときに手動でアーカイブ
ができます。

新規作品のデフォルト設定 掲載終了日

ダッシュボード
▼
出版社アカウント
連絡先情報・管理者情報
（いずれかをクリック）
▼
左メニュー 掲載終了日

掲載終了日

新規作品を掲載する際に、契約枠数が既存の作
品で埋まっている場合は、作品を取り下げて枠を空
ける必要があります。
また、会員のダウンロード期間を終了する場合も作
品を取り下げが必要となります。

その取り下げることを「アーカイブ」と呼びます。

アーカイブ済み作品は、会員はリクエスト不可、ダウ
ンロード不可となります。リクエスト履歴やレビューな
どの作品情報は保存されます。
アーカイブ済み作品を再掲載することも可能です。

アーカイブ後も、会員は自身の読んだタイミングでレ
ビューを投稿します。
届き次第、レビューの公開設定をお願いいたします。

アーカイブ済み作品は、過去の掲載作品に移ります。
会員・非会員ともに作品詳細ページにアクセスし、書
誌やレビューを閲覧することができます。

アーカイブとは？
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リクエストが承認された会員にダウンロードボタンを表示します。
(デフォルト＆必須)

新規作品のデフォルト設定 閲覧設定

ダッシュボード
▼
出版社アカウント
連絡先情報・管理者情報
（いずれかをクリック）
▼
左メニュー 閲覧設定

閲覧設定

①DRMなし
アップロードしたファイル(PDFまたはEPUB)を会員はダウンロードすることができます。セキュリティがないため、会員は、AdobeIDと閲覧ソフトを仕様せず
に、ファイルを開けることがメリットです。利用する際は、会員にファイルの取扱、流出についての留意勧告を行なうことをおすすめします。

※デフォルト設定
②DRMあり(55日間)
アップロードしたファイルにAdobeDRMを施し、acsmファイルに変換します。印刷・転送不可、ダウンロードした日から55日間の閲覧制限があります。
acsmファイルを開くために会員は、AdobeIDと閲覧ソフトが必要となります。

③DRMあり（無期限）
アップロードしたファイルにAdobeDRMを施し、acsmファイルに変換します。印刷・転送不可。閲覧制限がないため、会員が削しない限り、会員の手
元にacsmファイルが残ります。セキュリティを利用し続けるため、１ダウンロードごとに約４０円の別途請求が発生します。acsmファイルを開くために会
員は、AdobeIDと閲覧ソフトが必要になります。

④ソーシャルDRM
元ファイルに会員情報を埋め込んだものを会員はダウンロードします。ダウンロードファイルは元ファイルと同様のため、会員は、AdobeIDと閲覧ソフトを
仕様せずに、ファイルを開けることがメリットです。ファイルが流出した際、埋め込まれた会員情報から流出元をたどることができます。
利用する際は、会員にファイルの取扱、流出についての留意勧告を行なうことをおすすめします。

①
②
③
④

リクエストが承認された会員にKindleへ送付ボタンを表示しま
す。
EPUB掲載の際にご利用を検討ください。
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リクエストを承認、お断りした際に、NetGalleyから会員へ送られる通知メールのデフォルト本文です。
作品単品ごとに文面を変更することも可能です。

新規作品のデフォルト設定 承認/お断り自動メール

ダッシュボード
▼
出版社アカウント
連絡先情報・管理者情報
（いずれかをクリックする）
▼
左メニュー 承認自動メール・お断り自動メール

承認自動メール・お断り自動メール

会員の返信先に、support@netgalley.comをデフォルトで登録させています。こちらは、NetGalleyサポートのメールアドレスです。

会員がメールを受信した際は、送信元は、NetGalley
〈 support@netgalley.com 〉と表示されます。

会員の返信先に、別のメールアドレスを登録した場合、
会員が返信ボタンを押すと、返信先には、登録したメールアドレスが表示さ
れます。承認、お断りした会員とコミュニケーションを取りたい場合は、希望
のメールアドレスをご登録ください。

例）デフォルト通知メール 例）返信画面(Gmailの場合)
出版社名『作品名』

出版社名

作品名

会員の返信先に記載したアドレス

サンプル

出版社名『作品名』

mailto:support@netgalley.com
mailto:support@netgalley.com


MEDIA DO Co., Ltd. 2019 All Rights Reserved.14

作品を掲載する際には、いくつかの注意事項がございます。

◆登録した作品を削除する機能はございません。やむを得ない事情で削除しなければならなくなった場合は、メ
ディアドゥ NetGalley担当までお問い合わせください。別途ご対応となります。

◆NetGalley上の[作品一覧]に表示させない非公開状態(公開制限)の場合でも、検索エンジンの検索結果から
作品詳細ページへアクセスすることが技術的に可能です。
そのため、作品を登録する前に、著者含め関係者の掲載許諾の確認を必ず行なってください。

※ダイレクトにアクセスした場合でも、リクエスト受付を行なっていないため、会員はリクエスト・ダウンロードすることは
できませんのでご安心ください。

【関係者へのご案内事項】
・NetGalleyは、書店、図書館や出版関係者、または、ブックブロガーや他業界の一般読者にゲラを配布することが
できるwebツール
・未刊、既刊問わず、掲載可能
・ゲラは、PCやスマホ、タブレットでの閲覧
・ゲラデータには、セキュリティが施されており、印刷・転送不可、55日間の閲覧制限あり※[DRMあり(55日間)]を選択した場合

・配布先、配布人数、配布期間、公開範囲(一部ページ抜粋など)、全て出版社がコントロール可
・NetGalleyに届いたレビューは、まずは出版社がお預かりし、公開または非公開を1件ごとに設定
※校了前のゲラを閲覧頂いた場合は、未完成品に対するレビューとなります。

【利用メリット】
・ゲラを電子化することで安価に関係者へ配布することができるようになります。
・書店・図書館関係者が利用しているため、発注につながる可能性があります。
・書店バイヤーがNetGalleyの掲載作品ラインナップやレビューを発注の参考にしています。
・会員は読んだ作品を自身のコミュニティで紹介してくれる可能性があります。
・集まったレビューを販促にご利用頂けます。
・ゲラ読みリクエストを通じて、全国の意欲的な書店員・図書館員、ブックブロガーなどと繋がることができます。

【利用に関する注意点】
・リクエストを承認する際に参考にする会員のプロフィールは、自己申告によるものです。
・会員は、外部書評サイトやSNS等にレビューや評価を掲載する場合があります。そのレビュー内容や掲載時期は、
会員次第となり、コントロールはできかねます。
・ 電子書籍と同様に、１ページずつスクリーンショットを撮られると、技術的には複製が可能となります。

作品を掲載するにあたって
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掲載用PDFファイルについて

会員はスマホで作品を閲覧することが多いです。そのため、下記にご留意ください。

①単ページPDFにする/見開きにしない（表示が大きくなる）
【参考】
Acrobat ProでPDFを加工。単ページ出力は印刷出力のページ設定から。
参考①：http://www.koikikukan.com/archives/2012/01/16-005555.php
参考②：https://abhp.net/it/IT_PDF_200000.html
※絵本、実用書など見開きで世界観を伝える作品につきましては、見開きをご掲載ください。

②余白を裁つ（表示が大きくなる）
【参考】
Acrobat ProでPDFを加工。トンボは出力時の余白トリミング設定から。
https://creatorhyp.com/tips/acrobat-trim/

その他設定
③縦書きの作品は、綴じ方を「右」設定に
（デフォルトは左が多いです）
Acrobat Proのプロパティでご変更頂けます。

④40MB以下にする（可能であれば10MB以下）
容量が大きいと会員のダウンロードに負担がかかります。電波状況や端末の空き容量が芳しくない場合、会員はダ
ウンロードできない場合があります。可能な限り容量を下げてください。
【参考】
ファイルのサイズを小さくする
参考①：https://creatorhyp.com/tips/acrobat-trim/※ [おまけ] PDFファイルがめちゃくちゃ重い時

参考②：https://blog.u-go.co.jp/pa-mgmt-170809※「Acrobatを使って軽くする」という項目

参考③：https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/222542.html

※24MBを超えるとFTP入稿となります。
FTPのログインID：NetGalleyIDと同じ
FTPのログインパス：netgalley1
マニュアルはこちら： https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115003989133
その他PDFの仕様はこちら： https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115004013374

http://www.koikikukan.com/archives/2012/01/16-005555.php
https://abhp.net/it/IT_PDF_200000.html
https://creatorhyp.com/tips/acrobat-trim/
https://creatorhyp.com/tips/acrobat-trim/
https://blog.u-go.co.jp/pa-mgmt-170809
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/222542.html
https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115003989133
https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115004013374
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ダッシュボード
▼
タイトル管理 新規登録

タイトル管理 新規登録 作品詳細を編集

タイトル管理
▼
新規登録

13桁のISBNを入力し、[Submit]をクリック
確認後、次へをクリック

仮ISBNコードで進行はできますが、決まり次第、修正
をお願いいたします。
修正についての注意点は、P33をご覧ください。

必須項目
・作品名
・作品名（カナ）
・ISBN
・著者名
・著者名（カナ）
・出版社 デフォルト表記
・出版社名(カナ）デフォルト表記
・刊行日
・ジャンル※２つまで選択可

【インプリント】
本作品の作品詳細ページに、貴社名ではな
く、レーベル名を表記させたいときは、[インプリ
ント欄]にレーベル名を記載ください。
あるいは
貴社アカウントで、グループ会社の作品を掲
載する際はその出版社名を記載ください。空
欄の場合は、貴社名が作品詳細ページに記
載されます。グループ会社とのログインID、パス
ワードの共有、個人情報の取扱いなどの運
用につきましては十分に社内でご検討ください。

[次へ]を押すと、作品詳細ページが生成され、利用枠に掲載されます。
書誌はいつでも変更可能です。
変更についての注意点は、P33をご覧ください。

【注意】
各所２８文字まで

２８文字を超えるとacsmファ
イルへの変換に不具合が生
じます。
文字数が足りない場合は、
備考欄をご活用ください。

または

ステップ１

ステップ２
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ハッシュタグ
会員がレビューをSNS連携投稿した際に、自動表記されます。
イメージ：P5 SNS連携投稿
デフォルトで書名が記載されています。登録は１つまで。

備考（任意）
その他フリースペース。仕様上、改行をする場合は、
改行したい行の前に

<br>を記載ください。(HTML 改行コード)

[＋リンクを登録]をクリックすると、登録欄が表示されます。
[表示テキスト]に、表示させたい文字を記載
[URL]に、その表示テキストをクリックした先のwebページを記載し
てください。
例）著者Twitterアカウント、YouTube作品紹介動画など

[＋販促素材をアップロード]をクリックすると、登録欄が表示
されます。
[表示テキスト]に、表示させたい文字を記載
[ファイルを選択]に販促素材(POPデータや注文書データな
ど)をアップロードさせてください。表示テキストをクリックすると
ダウンロードができるようになります。
承認済み会員のみに、ダウンロードテキストが表示されます。

「次へ」を押してスキップし、のちほど編集することも可能です。

おすすめコメント（任意）
本作品の見どころ、会員が周りの人におすすめするにあたっての
ポイント、制作秘話など

NetGalleyでしか得れない情報を記載頂くと、リクエストが増える
傾向があります。

販促プラン（任意）
書店受注締切、
新聞広告予定、
テレビ放映予定、
帯コメント募集などの企画詳細など

ステップ３

タイトル管理 新規登録 販促情報を編集
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「次へ」を押してのちほどアップロードすることができます。

コンテンツファイルをアップロード
PDFまたはEPUBが対応。
24MBを超える容量は、FTPをご利用ください。
FTPの利用については下記をご覧ください。
https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115003989133

カバー画像をアップロード
容量：最大8MB
縦の長さ：500ピクセル以上、推奨縦横比 8：5
ファイル形式：.jpgファイルと.pngファイルのみ
仕様：ウェブ用最適化、RGBカラーモード

カバー画像は、なしでも進行はできますが、ぜひサムネイルスペースをご活用ください。仮カバー画像でもカバーがある方がリクエストが増える傾向にあります。
カバー画像を差し替えても変更されない場合は、そのブラウザのキャッシュ履歴の削除をお試しください。

ファイルをアップロードしたら、[次へ]を必ずクリック

ステップ４

コンテンツファイルをアップロード
PDFとEPUBをアップロードした際は、EPUBが優先されて、会員がダウンロードすることになります。
EPUBを先にアップロードし、あとからPDFに変更したい場合は、メディアドゥNetGalley担当までご連絡ください。
こちらでEPUBを削除いたします。

アップロードしたコンテンツファイル、カバー画像の削除機能はありません。
やむを得ない事情で削除しなければならない場合は、メディアドゥNetGalley担当までご連絡ください。別途ご対応となります。

コンテンツファイルを差し替える場合は、再度アップロードする
と、新しいコンテンツファイルに上書きされます。

上書きされたことは会員に通知されません。

ゲラの内容を更新して、再アップロードした場合は、リクエス
ト履歴から会員のメールアドレスを取得して、案内を行なう
ことをおすすめします。

タイトル管理 新規登録 ファイルをアップロード

https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115003989133
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①
②
③
④

①利用中の全作品・・現在、利用枠内に掲載されている全作品（②と③の作品）が表示されます。

②公開制限中・・作品一覧に掲載していない、非表示の作品を表示させます。会員がNetGalley上で検索できない状態です。
新規掲載のデフォルトはこの公開制限中となります。公開制限中でもウィジェットを使い、閲覧者を募ることができます。
ウィジェットについてはP34をご覧ください。公開制限中も、承認済みの会員は、ダウンロードが可能となり、利用枠は使用扱いとなります。

③作品一覧に掲載中・・作品一覧に掲載中の作品を表示させます。会員がNetGalley上で検索できる状態です。

④アーカイブ済み・・アーカイブ済みの作品を表示させます。

ダッシュボード
▼
タイトル管理

タイトル管理掲載一覧を見る

タイトル管理

P52
P48

オレンジ文字タイトルをクリック ⇒ 作品詳細ページの編集画面

URLをコピー
クリックすると作品詳細ページのショートリンクがコピーされます。
「貼り付け」でショートリンクを表示させることができます。
文字数制限のあるTwitterでの案内の際に有効的です。

プレビュー
会員viewの作品詳細ページを確認できます。

【注意点１】
この作品詳細ページのURLは、出版社管理画面のURLです。
[https://www.netgalley.jp/publisher/title/]

会員がこのリンクをクリックしても、作品詳細ページにはアクセスできませんので、このリンクをご
案内しないようお願いいたします。

【注意点２】
出版社IDでログインしている状態で、会員用の作品詳細ページリンク
(上記ショートリンク、または[https://www.netgalley.jp/catalog/book/])をクリックすると、
出版社管理画面の作品詳細ページにジャンプします。
会員Viewの作品詳細ページにアクセスする場合は、下記のどちらかの方法でお試しください。
・ログアウトして作品詳細ページにアクセス
・別のブラウザで作品詳細ページにアクセス

または

タイトル管理

作品詳細を見る
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作品詳細ページ 作品詳細・販促情報を編集

必須項目
・作品名
・作品名（カナ）
・ISBN デフォルト表記
・著者名
・著者名（カナ）
・出版社 デフォルト表記
・出版社名(カナ）デフォルト表記
・刊行日
・ジャンル※２つまで選択可

【インプリント】
本作品の作品詳細ページに、貴社
名ではなく、レーベル名を表記させた
いときは、[インプリント欄]にレーベル
名を記載ください。
あるいは
貴社アカウントで、グループ会社の
作品を掲載する際はその出版社名
を記載ください。空欄の場合は、貴
社名が作品詳細ページに記載され
ます。グループ会社とのログインID、
パスワードの共有、個人情報の取
扱いなどの運用につきましては十分
に社内でご検討ください。

【注意】
内容紹介以外の各所は２８文字まで
２８文字を超えるとセキュリティファイルへ
の変換に不具合が生じます。
文字数が足りない場合は、備考欄をご
活用ください。

作品詳細を編集 P16と同様です。
書誌情報を変更する際の注意点はP33をご確認ください。

《注意》
備考欄内で改行をする場合は、改行したい行の前に

<br>を記載ください。(HTML 改行コード)

作品詳細を編集

販促情報を編集 作品詳細を編集 P17と同様です。
書誌情報を変更する際の注意点はP33をご確認ください。
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公開制限とは？
新規掲載作品はデフォルトで公開制限となっております。作品一覧に非表示。会員がNetGalley上で検索できない状態です。
公開制限中でもウィジェットを使い、作品を提供することができます。ウィジェットにつきましては、P34をご覧ください。
公開制限中でも、承認済みの会員は、ダウンロードが可能となり、利用枠は使用扱いとなります。

会員が作品詳細ページにたどりついても、リクエストを受け付けておりませんので、会員はWishボタンしか表示されませんのでご安心下さ
い。WishにつきましてはP27をご覧ください。

作品詳細ページ リクエスト設定

会員タイプ別にリクエスト受付の可否を設定できます。
保存を押すと、作品一覧の新着作品の先頭に作品が表示されます。

リクエスト不可の会員タイプには、Wishボタンのみが表示されます。
WishにつきましてはP27をご覧ください。

受付期間を時限設定することが可能です。
開始日は選んだ日付の0:00よりリクエストが受付開始
終了日は選んだ日付の23:45よりWishのみに切り替わります。
未設定でも進行は可能です。

お忘れなく！

リクエスト受付会員タイプ
公開制限

リクエスト受付会員タイプ
作品公開/「作品を探す」で検索可能
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「すぐ読み」とは？
「すぐ読み」設定を行なうと、会員はリクエストなしで作品を閲覧することができます。「すぐ読み」は、承認自動メールは送付されません。

とにかく多くの方に読んで頂きたいとき、承認作業が手間なとき、長期間休暇で承認ができないとき、などに有効的です。
会員が「この本を読みたい」と思った熱があるときに、ダウンロードすることができるのでおすすめです。

当然ながら非会員はダウンロードはできません。また、承認履歴から「すぐ読み」閲覧者を確認することができます。
「すぐ読み」で先着制にして、適宜、閲覧者数を確認しながら、上限に達したら、リクエスト制に変更するという運用も実施頂けます。
承認履歴につきましては、P27をご覧ください。

アーカイブ設定

《掲載終了日を設定》
P11のデフォルト設定より、こちらの作品詳細ページの設定が優先されます。
選択した日付の23：45に自動アーカイブされます。掲載終了日を設定すると、会員の本棚に掲載終了日が表示されます。
掲載終了日が過ぎるとアーカイブされ、作品がダウンロードできなくなりますので、会員へダウンロード期間を喚起することができます。

《ただちにアーカイブ》
ワンクリックで、手動でアーカイブさせることができます。

リクエスト受付会員タイプ
すぐ読み/アーカイブ設定

作品詳細ページ すぐ読み・アーカイブ設定
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ダッシュボード
▼
タイトル管理

タイトル管理

[作品を再度、閲覧可能に]をクリック
公開制限状態で、利用枠に再掲載されます。

方法１

方法２

アーカイブ済みから再掲載

アーカイブ済みを選択
▼
表示された作品のオレンジ文字タイトルをクリック

ここからでも再掲載できます→
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デフォルト設定(最もセキュリティが強化な設定です。)
・ダウンロードボタンを表示
・５５日間の閲覧制限付きのDRM
・kindleボタン非表示
詳細はP12を参照

デフォルト設定とは、別のメールアドレスに、リクエスト/レビュー通知を送信したい場合に
ご利用ください。

承認済み会員のみに、作品詳細ページにメールアドレスを表示させることが
できます。
例えば、読んでもらった書店員さんにメールで発注してもらいたい場合、
読んでもらった読者と直接コミュニケーションを取りたい場合などに、
ご利用頂けます。
その際は、販促プラン欄に下記を記載頂けると会員からのアプローチが増え
るかと思われます。
「承認済みの方には担当者のメールアドレスが表示されますので、ご発注の
際はご連絡ください。」

閲覧設定

メール通知設定

作品詳細ページ 閲覧設定・メール通知設定
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ファイルをアップロードしたら、
こちらのクリックをお忘れなく！

こちらをクリックすると、セキュリティがかかったacsmファイルがダウンロードでき、会員と同じ見え方を確
認できます。acsmファイルを開くためには、AdobeIDと閲覧ソフトが必要です。

カバー画像をアップロード
なしでも進行はできますが、このサムネイルスペースをご活用ください。
仮カバー画像でもカバーがある方がリクエストが増える傾向にあります。

作品詳細を編集 P18と同様です。

「準備完了」になると、acsmファイルへの変換が完了となり、リクエスト受付が開始できます。
[エラー]または長時間にわたる[準備中]の場合は、メディアドゥ NetGalley担当までお問い合わせください。

コンテンツファイルをアップロード
PDFまたはEPUBが対応。24MBを超える容量は、FTPをご利用くだ
さい。FTPの利用については下記をご覧ください。
https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115003989133

コンテンツファイルを差し替える場合は、再度アップロードすると、新しいコンテンツファイルに上書きされます。
上書きされたことは会員に通知されません。
ゲラの内容を更新して、再アップロードした場合は、リクエスト履歴から会員のメールアドレスを取得して、案
内を行なうことをおすすめします。

ファイルアップロード

作品詳細ページ ファイルをアップロード

https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115003989133
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会員名・会員タイプ・承認率・フィード
バック率を参考に承認、お断りを行なって
ください。

会員名をクリックするとプロフィール詳細を
見ることができます。

【重要】
承認履歴をcsvでダウンロードできます。

貴社作品に対するこれまでの実績

【重要】
特別優待を付与された会員は、今後はリクエスト不要で、作品をダウンロードす
ることができます。
その会員タイプがリクエスト不可の場合は、ダウンロードできかねます。
これまでに特別優待を付与した会員リストはP32

【重要】
他社含め、これまでの投稿レビューを確認できます。
レビューの書き癖、特徴、得意ジャンル、評価の厳しさ、
など、承認の参考にご覧ください。

会員の活動内容によって付与されるステータスバッジ

会員メールアドレス
レビューのお礼のご連絡、お名前の掲載許諾の確認、NetGalleyに関すること、
その他貴社の出版物に関することはご連絡いただけます。

出版社も会員も、会員検索機能はありません。リクエストがきて初めて会員の存
在を知ることができます。会員はリクエストを送った出版社のみに個人プロフィール
を開示します。個人情報の取扱いにはご注意ください。

利用中の作品の保留リクエスト一覧を確認できます。

会員が作品を紹介しているブログ/サイト アクセスし、承認の参考にご覧下さい。

保留リクエスト

会員プロフィール

リクエスト管理 保留リクエスト・会員プロフィール
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Wishとは？
リクエストボタンが押せない会員には、Wishボタンが表示されます。Wishは、出版社に「この作品を読みたい」という意志を送るボタンです。
Wish応募者の中から会員別にランダム当選させることができます。誰からWishが届いたかは確認できず、トータルの応募数を確認することがで
きます。当選した際は、 NetGalleyから自動メールが送られます。当選者は、承認履歴から確認することができます。応募結果は、当選をもって
発表なため、利用義務はございません。

当選数を入力して、Wishを付与をクリック

当選数を入力

承認方法を確認できます。
名前をクリックするとプロフィールを確認できます。

【重要】承認履歴をcsvでダウンロードできます。

ダウンロード回数
ダウンロードボタンをクリックした回数です。ボタンを連打した場合、PCとスマホにそれぞれダウンロードした場合などは、複数回数になります。
スマホの容量が僅かな場合、電波状況が悪い場合は、ダウンロードが上手くいかず、連打されがちになります。
会員がダウンロードをしていない状態で、アーカイブすると、ダウンロードができなくなり、閲覧ができなくなります。
そのような会員が多数見受けられる場合は、アーカイブ前にメールで掲載終了日をお知らせするとより丁寧です。

Wish応募

承認履歴

作品詳細ページ Wish応募・承認履歴



MEDIA DO Co., Ltd. 2019 All Rights Reserved.28

会員の返信先・本文が空欄の場合は、P13のデフォルト設定が適応されます。

作品ごとの承認自動メール・お断り自動メール

サンプル

会員がメールを受信した際は、送信元は、NetGalley
〈 support@netgalley.com 〉と表示されます。

会員の返信先に、別のメールアドレスを登録した場合、
会員が返信ボタンを押すと、返信先には、登録したメールアドレスが表示さ
れます。承認、お断りした会員とコミュニケーションを取りたい場合は、希望
のメールアドレスをご登録ください。

例）デフォルト通知メール 例）返信画面(Gmailの場合)

出版社名『作品名』

出版社名

会員の返信先に記載したアドレス

作品詳細ページ 作品ごとの承認･お断り自動メール

出版社名『作品名』

作品名

mailto:support@netgalley.com
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このアクティビティ画面を
PDF化させてDLできます。

【重要】
フィードバック者一覧をcsvで
ダウンロードできます。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①作品詳細ページのアクセス数
作品詳細ページにアクセスされることで、書誌やレビューが読まれ、作品の認知へとつながります。作品詳細ページにリクエストボタンがあるため、
この数値を高めることで、リクエストの獲得へとつながります。数値を高めるには、作品詳細ページのリンクを拡散しましょう。

②ダウンロードの合計回数 ※閲覧者数ではありません。
ダウンロードボタンをクリックした回数です。ボタンを連打した場合、PCとスマホにそれぞれダウンロードした場合などは、複数回数になります。

③フィードバック数（非公開コメント、星の評価、アンケート回答など）

④投稿レビュー数

⑤レビューのリンクがクリックされた合計数です。ここの数値が高まると、会員がP5のように、個々にレビューを広げてくれていることがわかります。

⑥NetGalleyJP日本版では未実装の機能です。

会員がリクエストをする理由
のアンケート集計結果

会員フィードバックページ内のアンケート集計結果

作品フィードバック・アクティビティ

作品詳細ページ フィードバック・アクティビティ



MEDIA DO Co., Ltd. 2019 All Rights Reserved.30

このボタンがある場合は、レビューは非公開状態です。
クリックすると、レビューが作品詳細ページに公開されます。↓

レビューを非公開状態に戻します。

会員が他のWEBサイトでもレビューを記載
したことを報告した場合に表示されます。

【重要】
非公開コメントマークに要注意！→

【重要】
非公開コメント
レビュー欄には記載できない本音、出版社へのメッセージ、
または書店から注文が記載されている場合があります。
非公開コメントの通知機能はありません。

←名前をクリックするとプロフィール詳細を確認できます。

【注意】レビュー投稿者が非公開コメントを投稿すると、吹き出しマークがつきます。しかしながら、非公開コメントのみ、レビューなしの投稿があった場合
は、表示されません。その場合は、フィードバックレポートをダウンロードいただき、非公開コメントをご確認頂くこととなります。そのため、見落としがないよ
う、適宜フィードバックレポートのご確認をお願いいたします。

レビュー

レビューの全文を見る

作品詳細ページ レビュー

フラグ付けするとメディアドゥNetGalley担当へ通知が送信されます。→

×ボタンを押すとレビューを非公開状態に戻します。→

レビューと一緒に所属や名前を使用する際は、
個人情報に関わりますので、許諾確認をお願いします。

可能であれば、拡材をお願いします。●●書店 番線 担当藤吉です。
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貴社作品に対するこれまでの実績

特別優待を付与

会員の活動内容によって付与
されるステータスバッジ

【重要】
他社含め、これまでの投
稿レビューを確認できます。
レビューの書き癖、特徴、
得意ジャンル、評価の厳し
さなど、承認の参考にご覧
ください。

P26の会員プロフィールと同じ会員情報です。

会員プロフィール

会員メールアドレス
レビューのお礼のご連絡、お名前の掲載許諾の確認、
NetGalleyに関すること、その他貴社の出版物に関することは
ご連絡いただけます。

レビュー画面からの会員プロフィール
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各種レポート

特別優待会員

同一同一

P29と同一

P27と同一

特別優待を付与した会員一覧を確認できます。

各種レポート・特別優待会員

【注意】
特別優待が付与されていても、その会員タイ
プがリクエスト不可の場合は、ダウンロードボタ
ンは表示されず、Wishの表示となります。
そういった方へゲラを読んでもらいたい場合は、
ウィジェットをご利用ください。
ウィジェットにつきましては、P34をご覧下さい。
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書誌変更の注意点

新規登録の際に入力した作品名が、自動でハッシュタグへ記載されます。
作品名を変更した際は、手動でハッシュタグをご変更ください。

作品名、著者名、ISBNは、ダウンロードファイル(acsmファイル)に反映されます。

作品名、著者名、ISBNを変更後は、acsmファイルを更新(再アップロード)してください。

新規作品登録時のハッシュタグについて

再アップはこちらから上書き
※コンテンツファイルに変更がなければ、同一のものを再アップしてください。

コンテンツファイルのアップロード後の書誌変更について
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ウィジェットとは？
承認済みの閲覧権限を付与したリンクを発行する機能です。
発行したリンクを読んで頂きたい方へ直接ご案内頂くことで、電子献本のような役割を果たします。
ご案内は、外部サービス（メール等）をご利用ください。

クローズド・ウィジェットの際、
閲覧権限を付与するアドレスをこちらに、
１件ずつ改行して入力ください。

【オープン・ウィジェット】
オープン・ウィジェットリンクからアクセスした会員は閲覧することができるようになります。「すぐ読み」に近い役割を果たします。
「すぐ読み」は会員が作品一覧から作品を見つけるのに対して、オープン・ウィジェットは貴社からのご案内となります。
NetGalley会員であれば、リンクからログインすることで、ダウンロードすることができます。
リクエスト不可の会員タイプもこのリンクからアクセスすると取得することができます。
貴社の既存のメルマガ、注文書でQRコード記載等、不特定多数の関係者にご案内する際に、ご利用ください。

メール案内用の、ウィジェットリンクを挿入した
書影やテキストを生成できます。

ウィジェット発行

【クローズド・ウィジェット】
NetGalleyに登録されているメールアドレスに閲覧権限を付与します。

読んでもらいたい方の登録アドレスを知るためには、リクエスト履歴、レビュー履歴から取得できます。つまり、過去の貴社の作品のリク
エストをした方が対象となります。

リクエスト不可の会員タイプもウィジェットリンクからアクセスすると取得することができます。過去に良いレビューをくれた優良会員や自
社の営業スタッフなど、会員タイプを気にせず、作品をお渡しすることができます。

応用機能 ウィジェット
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ウィジェットリンクを挿入した書影

ウィジェットリンクを挿入したテキスト

あるいは、こちらのウィジェットリンクをご案内ください。

コピー＆ペーストをして、
メール本文に貼り付けてご案内ください。

ウィジェットリンクを送りましょう

LIFE IS A 4-LETTER WORD

利用イメージ：クローズド・ウィジェット

利用イメージ：オープン・ウィジェット

出版社 関係者

オープン・ウィジェットリンクを関係者へ送付
メルマガや注文書、新刊情報誌など リンクにアクセス

NetGalleyに未登録の
場合は登録する

作品ダウンロード

閲覧

出版社
書店関係者
図書館関係者
教育関係者
メディア関係者
レビュアー

過去の履歴からアドレスを取得し、そこに閲覧権限を付与
そのアドレスへクローズド･ウィジェットリンクを送付

「過去に弊社の作品にレビューを書いて頂いた方限定でのご案内です！」

「リクエスト不要でお読み頂けます！」

ウィジェット 利用イメージ

リクエスト不可の会員タイプでもダウンロードができます。
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