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【注意点】 

• 本書の全部または一部の無断複写・複製・改変・配布・公衆送信を禁じます（著作権法上の例外を除く） 

• 本クイックスタートガイドは、冒頭ページ記載の最終更新日時点のサイト上の内容を反映しておりますが、

サイトのポリシーや記載は随時変更される可能性があります。 

• サイトの記載と内容に齟齬が生じる場合、サイト上の記載が最新であり、これが優先します。 
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アカウントの登録 

Kindle ダイレクト・パブリッシング (以下「KDP」といいます) で本を出版するには、最初に KDP ア

カウントを登録する必要があります。 

 

1. KDP の Web サイト (https://kdp.amazon.co.jp) にアクセスします。 

2. Amazon アカウントを持っている場合は「サインイン」をクリックします。 

3. Amazon アカウントを持っていない場合は「サインアップ」をクリックします。 

 

 

3. Amazon アカウントを持っている場合はお使いのメール アドレスを入力し、「Amazon.co.jp のア

カウントを持っています」を選択してテキスト ボックスにパスワードを入力します。 

4. Amazon アカウントを持っていない場合は、新しく登録するメール アドレスを入力し、「初めて

利用します」を選択して「サインイン」ボタンをクリックします。 
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5. 「登録」画面で、名前、確認用のメール アドレス、新しいパスワードを入力して「アカウントの作

成」ボタンをクリックします。 

 

6. KDP 利用規約を読み、「同意する」をクリックします。最新の利用規約はこちらをご覧ください。 

 

以上で、Kindle ダイレクト・パブリッシング (KDP) へのアカウント登録が完了します。 

https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=APILE934L348N
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アカウント情報の入力 

KDP のアカウント登録が完了したら、出版者情報の入力と銀行口座情報を追加します。 

 

 

1. 画面右上の「<アカウント名>さんのアカウント」をクリックし、アカウント情報の入力に進みま

す。 

 

 

2. ドロップダウン メニューの一覧からお住まいの国または地域を選択し、郵便番号や都道府県など、

住所の詳細および電話番号を入力します。 

 

 

アカウント情報の入力の詳細については、KDP ヘルプの「アカウント情報の入力」をご覧ください。 

  

https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=A1OYOT0ESBAU69
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銀行口座の登録 

ロイヤリティの支払いを受け取る銀行口座を登録します。登録済みの銀行口座は、いつでも変更したり削

除したりすることができます。 

 

1. KDP にサインインし、画面右上の「<アカウント名>さんのアカウント」をクリックします。 

2. 「ロイヤリティの支払い」セクションで「銀行口座を登録する」をクリックします。 

 

 

 

3. 「銀行口座情報の追加」ダイアログ ボックスで、口座の詳細情報を入力します。 

フィールド名 説明 

銀行の所在地 
支払いの受け取りを希望する通貨を現地通貨とする国に開設した銀行口座を指定

します。 

口座名義 

すべて半角のカタカナで入力します。小文字のカタカナ (ャ、ュ、ョ、ッ など) は、

大文字カタカナで入力します。 

例:  

○ ｼﾞｴﾌﾍﾞｿﾞｽ  

× ジエフベゾス (全角カタカナ) 

× ｼﾞｪﾌﾍﾞｿﾞｽ (小文字のカタカナが残っている) 

口座番号 
7 桁の半角数字で入力します。7 桁未満の場合は、前に 0 を付けて 7 桁にしま

す。 

銀行名 銀行を選択します。 

銀行コード ４ 桁の銀行コードを入力します。 

支店コード 本支店に割り当てられている 3 桁の数字を入力します。 

 

 

支払いに関する詳細については、KDP ヘルプの「支払いの受け取り方法」をご覧ください。 

 

https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=AE24XS35AM53P
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税に関するインタビュー 

Amazon では、米国内の税申告に関する規制を順守するため、非営利組織や非課税組織も含め、すべて

の出版者の方に対し、オンラインの「税に関するインタビュー」を使用して有効な納税者情報の提出をお

願いしています。 

 

税に関するインタビューが完了していない状態では、Kindle ストアで本を出版して販売することも、既

存の本を更新することもできません。 

 

 

 

インタビュー画面にアクセスするには、次の操作を行います。 

1. KDP アカウント (https://kdp.amazon.co.jp) にサインインします。 

2. 画面右上の「<アカウント名>さんのアカウント」をクリックします。 

3. 「税に関する情報」セクションまで画面をスクロールします。 

4. 「税に関する情報を登録する」ボタンをクリックします。 

 

インタビューで表示される質問項目とその説明を見るには、「税務情報に関するインタビューご利用ガイ

ド」をご覧ください。インタビューの回答中にわからない点がある場合は、各画面の右上にある「税に関

するインタビューご利用ガイド」をクリックすると、この説明ページをいつでも表示できます。 

 

税に関する情報のステータスは、KDP アカウントの「税に関する情報」セクションでいつでも確認でき

ます。税に関する情報の確認が完了すると、税に関するアカウントのステータスは「完了」になります。 

 

  

https://kdp.amazon.co.jp/tax-interview/help?nodeId=201447640&locale=ja_JP
https://kdp.amazon.co.jp/tax-interview/help?nodeId=201447640&locale=ja_JP
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新しい本の作成 

アカウント情報の登録が完了したら、本を作成します。 

 

1. KDP にサインインし、「本棚」画面上部の「新しい本を作成」をクリックします。 

 

 

 

本は、KDP セレクトに登録することができます。KDP セレクトは、電子出版をしている著者や出版者の

本をより多くの読者に届け、高い収益につなげるための任意で登録できるプログラムです。本を 90 日

間以上 Kindle ストアで独占販売することに同意していただくと、登録した本の無料キャンペーンを行っ

たり、Kindle オーナー ライブラリー (KOL) などの販促プログラムにも自動的に登録され、多く読まれ

た著者と作品には、KDP セレクト グローバル基金の分配金が支払われます。KDP セレクトに登録する

には、本の詳細情報の編集画面で「KDP セレクトに登録する」チェック ボックスをオンにします。 

 

注: 日本、ブラジル、メキシコ、インドの Kindle ストアで販売する本に対し 70% のロイヤリティを

受け取るためには、KDP セレクトに登録する必要があります。 

 

KDP セレクトの詳細については、KDP ヘルプの「KDP セレクトに関してよくある質問」をご覧くださ

い。 

https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=A6KILDRNSCOBA
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2. 本の作成手順 1 の「本の詳細」で、以下の必須項目を入力または選択します。 

 

フィールド名 説明 

タイトル 本のタイトル名を入力します。 

フリガナ 本のタイトル名を全角カタカナで入力します。 

ローマ字 

本のタイトル名をローマ字または英語 (半角英数字) で入力します。記

号や全角スペースは使用できません。ここで入力したタイトルは、

Amazon.co.jp 以外の Kindle ストアで表示されます。 

内容紹介 本の内容紹介を入力します (30 ～ 4,000 文字)。 

本の著者等 著者や編集者など、本の制作に貢献した人の名前を入力します。 

言語 本文に使われている主な言語を入力します。 

ページめくりの方向 
ページめくりの方向を選択します。横書きの場合は「左から右」、縦書き

の場合は「右から左」を選択します。 

出版する権利の確認 
出版権を自分で保有している場合は「これはパブリックドメインの作品

ではなく、私は必要な出版する権利を保有しています」を選択します。 

カテゴリーの追加 
1 冊の本につき、2 つのカテゴリーを選択できます。本にあった最適な

カテゴリーを設定します。 

成人向けコンテンツ 書籍に成人向けコンテンツが含まれるかどうかを選択します。 

 

この他「サブタイトル」や「レーベル」など、任意のフィールドに必要に応じて入力します。 

注: 上記の必須項目が入力されていなかったり、値が無効な場合は、本を出版することができません。 

 

3. 「本のアップロード」セクションの「本のコンテンツ ファイル」で「参照」ボタンをクリックし、

本のファイルを選択してアップロードします。 

4. 画面下の「保存して続行」をクリックして、価格とロイヤリティの設定手順に進みます。 

 

 

本の詳細情報の詳細については、KDP ヘルプの「商品の詳細情報の入力」をご覧ください。 

  

https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=A2OSMOLQQXKIR2
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表紙画像の追加 

表紙に使用する画像を追加します。 

 

 

1. 「表紙画像をアップロード」セクションの「画像を参照」をクリックします。 

2. コンピューター上の表紙画像ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 

3. 画像が要件を満たしている場合は、処理中であることを示すメッセージが表示されます。 

4. 変換が完了すると、正常にアップロードされたことを示すメッセージが表示されます。 

 

寸法 

縦横比の推奨比は、1:1.6 で、短辺を 625 ピクセル以上、長辺を 1,000 ピ

クセル以上にします。画像の品質を最高にする場合は、長辺を 2,560 ピクセ

ル以上にします。 

画像サイズ 表紙画像のサイズは 50 MB 未満にする必要があります。 

色 
CMYK または sRGB ではなく、RGB プロファイルでアップロードしてくださ

い。Amazon の Web サイトでは、画像は RGB カラーで表示されます。 

外枠 

3 ～ 4 ピクセルの枠線を追加すると、表紙の境界が明確になります。白地また

は極端に薄い背景色の表紙画像は、Kindle ストアの白い背景との区別がつかな

くなる場合があります。 

 

注: 表紙画像がない場合や、表紙画像をアップロードしない場合は、Amazon の電子書籍の詳細ペー

ジ、にプレースホルダー画像が追加されます。 

 

表紙画像の作成の詳細については、KDP ヘルプの「カタログ・表紙画像の作成」をご覧ください。 

 

  

https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=A2J0TRG6OPX0VM
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価格とロイヤリティの設定 

本の詳細の入力が完了したら、本のロイヤリティ オプションと希望小売価格を指定します。 

 

 

1. 35% または 70% のいずれかのロイヤリティ オプションを選択します。 

ロイヤリティのレートによって価格要件が異なります。 

Amazon.co.jp での価格要件 最低価格 最高価格 

35% のロイヤリティ オプション \99 \20,000 

70% のロイヤリティ オプション \250 \1,250 

注: パブリック ドメイン (保護期間の満了などの理由で、無料で再配布、商用利用、改変が可能なコン

テンツ) の本には、70% のロイヤリティ オプションは指定できません。また、価格要件は、マーケット

プレイス (各国の Amazon Kindle ストア) によって異なります。 

 

2. 「Amazon.com」に希望小売価格を入力します。その他のマーケットプレイスの各通貨に自動的に

換算されます。 

3. 個々のマーケットプレイスに対して個別に希望小売価格を指定するには、「US 価格に基づいて自動

的に価格を設定」チェック ボックスをオフにします。たとえば、Amazon.co.jp で独自の価格を設

定するには、「Amazon.co.jp」の「US 価格に基づいて自動的に価格を設定」をオフにし、希望小

売価格を日本円で入力します。 

4. 画面下部の、出版と販売に関する権利を確認するチェック ボックスをオンにし、「保存して出版」

をクリックします。 

 

注: 本を日本で販売して 70% のロイヤリティを得るには、KDP セレクトに登録する必要があります。 

 

これで、出版手続きは完了です。通常、72 時間以内に Kindle ストアで購入可能になります。 

価格設定の詳細については、KDP ヘルプの「権利と価格の設定」をご覧ください。 

https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=A3KL1PS548IZK2
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お問い合わせ 

本書または出版手続きに関するご意見やご質問がある場合は、KDP Web サイトの「お問い合わせ」リン

クからお問い合わせください。 

 

1. お問い合わせ画面の「カテゴリの選択」の一覧から質問するカテゴリを選択します。 

2. 質問の件名と具体的な質問内容を入力し、「メッセージを送信」をクリックします。 

 

 

お問い合わせ画面が表示されない場合は、次の操作を行います。 

 

1. お使いのアカウントのメール アドレスとパスワードを入力して KDP にサインインします。 

2. KDP Web サイト画面下部の「お問い合わせ」リンクをクリックします。 

 

 

 

https://kdp.amazon.co.jp/contact-us

