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掲載用の本文PDFファイル

PDFファイルの容量上限は80MB
24MBまでは、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。
可能な限り容量を下げてください。

※24～80MBは、FTPでアップロードします。
●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://netgalleyclient.zendesk.com/hc/ja/articles/4414496107415

スマホで閲覧する会員が多いため、可能な限り下記を実施ください。

●余白／トンボを裁つ（表示が大きくなるため）
●読み物の場合、単ページにする／見開きにしない。（表示が大きくなるため）

必須書誌
・作品名、作品名（カナ）
・著者名、著者名（カナ）
・刊行日
・ISBN
※全て仮で登録が可能ですが、確定次第、更新してください。

表紙画像

●カバー画像は、なしでも進行できます。
●カバー画像は、原則、表紙画像をご登録ください。
●表紙画像が出来ていない場合は、書名・作家名が最も大きく表示されるよう
に仮の表紙画像をご作成ください。

※宣伝文言を過度に大きく表示させたサムネイル画像をアップロードすると、
サイトが荒れてしまいますので、何卒ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※仮の表紙画像を登録した際は、出来次第、差し替えをお願いします。

https://netgalleyclient.zendesk.com/hc/ja/articles/4414496107415
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※作品を掲載する前に※

◆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
（通称：公開制限）の場合でも、URLが生成され、検索エンジンでダイレクトに作品ページへアクセスが可能に
なります。
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 まとめ】
●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、閲覧者を出版社が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、掲載が可能
●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NetGalleyで自動変換。会員は変換されたファイルをダウンロード
【セキュリティ】
・印刷不可
・ファイルの転送不可
・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

作品を掲載するにあたって
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作品のアップロード／掲載について

P4

P4

P4

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

P7
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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
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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。
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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ステップ４

タイトル管理 新規登録 ファイルをアップロード

「＋追加」をクリックして、PDFファイルをアップロード

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

ファイルをアップロードしたら、[次へ]をクリック

●カバー画像は、なしでも進行できます。
●カバー画像は、原則、表紙画像をご登録ください。
●表紙画像が出来ていない場合は、書名・作家名が最も大きく表示されるように仮表紙画像をご作成ください。
※宣伝文言を過度に大きく表示させたサムネイル画像をアップロードすると、サイトが荒れてしまいますので、
何卒ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

●アップロードした本文ファイルや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

●ファイルを差し替える場合は、再度アップロードすると上書き保存されます。
※上書きされたことは会員に通知されません。閲覧済みの会員には、承認履歴からメールアドレスを取得して、
差し替え済みのファイルをダウンロードいただくようご案内することをおすすめします。

※カバー画像を差し替えても変更されない場合は、ブラウザのキャッシュ履歴の削除してください。

「次へ」を押すと、掲載枠を使用して、登録が完了しますが、サイト上には
非公開の公開制限ステータスとなります。
登録後、リクエストの受付設定を行うと、サイト上に作品が表示されます。

mailto:netgalley@mediado.jp
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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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