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ダッシュボード ガイダンス・作品掲載

P4

P4

P4

P7

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
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作品を掲載するにあたって、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。別途ご対応いたします。
NetGalley担当者Mail：netgalley@mediado.jp

◆書誌などを入力したあとの下書き保存機能はございません。サイト上に作品を表示させない非公開状態（公
開制限ステータス）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、著者含め関係者から掲載許諾をお取りいただきますようお願いいたします。

※検索エンジンから作品詳細ページにアクセスされたとしても、公開制限ステータスであれば、会員はリクエストやダ
ウンロードはできませんのでご安心ください。

【NetGalleyの仕組み】
・NetGalleyは、書店、図書館やメディア関係者、または、ブックブロガーや本好きの一般読者にデジタルゲラを配
布することができるWEBツール
・承認制に基づき、閲覧者を選定することができる
・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できる
・未刊・既刊問わず、掲載可
・スマホやタブレット、PCで閲覧
・ゲラデータは、セキュリティがかかったファイルに変換
（セキュリティ：印刷不可・転送不可、ダウンロード日から55日間経つとファイルが自動消滅）
・レビューは、出版社が内容を確認後、1件ずつ公開設定をするとサイトに掲載される

【掲載メリット】
・書店・図書館・教育関係者に閲覧してもらうことで、発注につながる可能性がある
・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る
・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る
・リクエストやレビューを通じて、能動的な書店員・図書館員、ブックブロガーなどと繋がることができる
・レビューを宣伝に活用できる ※個人情報の取り扱いご注意

【注意点】
・会員は、外部書評サイトやSNS等にレビューや評価を投稿する場合がある。
その投稿内容は、 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。
著作権侵害に関わる事象が起きた場合は、規約違反として、厳重に対処いたします。

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

①PDFファイルの容量上限は40MB
24MB以下にすると、ブラウザ上で簡単にアップロードができます。
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。

※24MBを超えるとFTPでのアップロードとなります。
FTPのログインID：NetGalleyIDと同じ
FTPのログインパス：ご不明の際はNetGalley担当者までお問い合わせください。
NetGalley担当者 Mail：netgalley@mediado.jp

FTP利用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

【参考】
ファイルのサイズを小さくする
参考①：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➁：https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/222542.html

スマホで閲覧する会員が多いため、下記にご留意ください。

➁余白／トンボを裁つ（表示が大きくなるため）

③文字ものの場合、単ページPDFにする/見開きにしない（表示が大きくなるため）
【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たい作品につきましては、見開きをご掲載ください。
※単ページと、見開きページを混在するとバグの原因となります。
単ページか見開きページ、どちらかに統一いただきますようお願いいたします。

https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115003989133
https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115004013374
https://blog.u-go.co.jp/pa-mgmt-170809
https://helpx.adobe.com/jp/acrobat/kb/222542.html
http://www.koikikukan.com/archives/2012/01/16-005555.php
https://abhp.net/it/IT_PDF_200000.html
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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（半角数字）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。

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※3つまで選択可

【インプリント】
作品詳細ページに、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。

グループ会社とのアカウントの共有につきまして
は、会員の個人情報の取扱いなど、運用ルー
ルを統一させてご利用ください。

[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。

【注意】
各所２８文字まで

２８文字を超えると不具合
が生じます。
２８文字をオーバーする場
合は、備考欄で補足ください。

または

ステップ１

ステップ２



MEDIA DO Co., Ltd. All Rights Reserved.5

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。
デフォルトでは、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。

[＋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登録。
[URL]に、その表示テキストをクリックした先のwebページの
URLを登録。

[＋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
ファイルがダウンロードできるようになります。

リクエストが承認された会員のみに、表示テキストが、作品
詳細ページに表示されます。

「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、制作秘話などを記載ください。

NetGalleyでしか得ら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ファイルが対応
ブラウザ上でアップロードする際は、24MB以下のファイルが対象と
なります。
24～40MB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。
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してください。

ファイルをアップロードしたら、[次へ]をクリック

ステップ４

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。別途ご対応いたします。
NetGalley担当者 Mail：netgalley@mediado.jp

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）を表示させます。

②公開制限中・・サイト上に表示させない非公開ステータス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。
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・・サイト上の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、リクエストができる状態です。

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

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※3つまで選択可

【インプリント】
作品詳細ページに、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。

グループ会社とのアカウントの共有につきま
しては、会員の個人情報の取扱いなど、
運用ルールを統一させてご利用ください。

【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 P4と同様です。作品詳細を編集

販促情報を編集 作品詳細を編集 P5同様です。
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公開制限とは？
新規掲載作品はデフォルトで、サイト上の作品一覧に非表示の「公開制限」となります。会員がNetGalley上で検索できない状態です。
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。

ネット検索して、公開制限中の作品詳細ページにたどりついたとしても、リクエストボタンは表示されません。

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。

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。

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は、Wishボタンを押した会員の中からランダムで、閲覧権限を付与する
抽選機能です。

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。

とにかく多くの方に読んでいただきたいとき、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「この本を読んでみたい」と熱量があるときに、すぐにダウンロードをしてもらえるので、レビュー投稿にもつながりやすいです。

すぐ読みは、リクエスト制とは異なり、通知メールが届きませんので、適宜、承認履歴から閲覧者をご確認ください。
「すぐ読み」で先着制にして、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いただけます。

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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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。

作品詳細ページに、リクエスト承認済み会員に向けて、
メールアドレスを表示させることができます。

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

デフォルト設定（最もセキュリティが強化な設定です。）
・公式閲覧アプリ、Adobeアプリにて55日間の閲覧制限付きのDRM
・kindleボタン非表示
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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、会員と同じ見え方が確認できます。

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。

「準備完了」になると、セキュリティファイルに変換が完了となり、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、承認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

acsmファイルを開くためには、AdobeDigitalEditionsをご利用ください。
参考：https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115003979634

https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115003989133
https://netgalley.zendesk.com/hc/ja/articles/115003979634

