
この『プリント パブリッシング ガイドライン』
では、プリント本を出版する際の、メタデータ、
原稿、表紙の要件について解説します。

V2 2016 年 7 月



|  2 ページ  |

プリント パブリッシング ガイドライン

目次

用語集 ..................................................................................... 5
プリント本の詳細情報 ................................................................. 7

ファイル形式 ................................................................................................7
原稿 .......................................................................................................7
表紙 .......................................................................................................7

メタデータ ...................................................................................................7
タイトル (出版後は変更不可) ........................................................................  7
サブタイトル ............................................................................................7
著者名 (出版後は変更不可) ..........................................................................8
シリーズ .................................................................................................8
ISBN (出版後は変更不可)............................................................................8

プリント本のコンテンツ .............................................................. 9
インクと用紙 ................................................................................................9
ページ数 ......................................................................................................9
判型 (出版後は変更不可) .................................................................................9

判型オプション .......................................................................................10
裁ち落とし .................................................................................................10
マージン ....................................................................................................11

原稿 .....................................................................................................11
表紙 .....................................................................................................11

ライブ要素 .................................................................................................11
背表紙のテキスト ........................................................................................11
バーコード .................................................................................................12
画像の解像度 ..............................................................................................12
線幅 .........................................................................................................12
グレースケールの塗りつぶし ..........................................................................12
透過オブジェクト/レイヤー ............................................................................12
フォントのサイズ ........................................................................................13
埋め込みフォント ........................................................................................13
トンボ/クロップ マーク/トリム マーク/レジスター マーク ....................................13
見開き .......................................................................................................13
ページ設定 .................................................................................................13
白紙のページ ..............................................................................................14
テキストのはみ出し .....................................................................................14



|  3 ページ  |

プリント パブリッシング ガイドライン

テキストの重なり ........................................................................................14
ページやコンテンツの向き .............................................................................14

カレンダー スタイル ................................................................................14
出版者の情報 ..............................................................................................15
バンドルの情報 ...........................................................................................15
テンプレート ..............................................................................................15
PDF 作成ロゴ .............................................................................................15
セキュリティ保護されたファイル ....................................................................15
プレースホルダー テキスト ............................................................................15
注釈 .........................................................................................................16
ブックカバー ..............................................................................................16
枠線 .........................................................................................................16
カラー プロファイル ....................................................................................16
スポット カラー ..........................................................................................16
色空間 .......................................................................................................16
右から左に読む形式 .....................................................................................16
ジャンル固有の要件 .....................................................................................17

エンターテイメント本 ..............................................................................17
コンパニオン ブック ................................................................................17
日誌/ノート ...........................................................................................17

原稿 ...................................................................................... 18
ページ サイズの設定 ....................................................................................18

裁ち落としなしのプリント本 ......................................................................18
裁ち落としありのプリント本 ......................................................................18

マージンの設定 ...........................................................................................19
裁ち落としなしの原稿レイアウト ....................................................................20
裁ち落としありの原稿レイアウト ....................................................................21
裁ち落としありのファイルのデザイン ...............................................................22

画像 .....................................................................................................22
ベクター グラフィック .............................................................................24

表紙 ...................................................................................... 27
表紙サイズの計算 ........................................................................................27

背表紙の計算 ..........................................................................................27
表紙の幅 ...............................................................................................27
表紙の高さ  ............................................................................................27



|  4 ページ  |

プリント パブリッシング ガイドライン

グラフィックスのセーフ ゾーン ......................................................................28
背表紙のテキストのサイズの計算 ....................................................................28
左から右に読む (LTR) 形式の本の表紙レイアウト ...............................................29
右から左に読む (RTL) 形式の本の表紙レイアウト ...............................................30



|  5 ページ  |

プリント パブリッシング ガイドライン

用語集
ISBN – 国際標準図書番号 (International Standard Book Number)。出版される本に割り当てら
れる一意の 10 桁または 13 桁の番号です。ISBN は、本の版数、出版者、および物理的特性を識別
します。

LTR (Left-to-Right) – 左から右に読む形式の本。英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語など
では、LTR 形式の本が一般的です。

PDF – ポータブル ドキュメント フォーマット (Portable Document Format)。原稿や表紙のテキ
スト、フォント、およびグラフィックスをこのファイルにまとめます。KDP プリントでは、サポー
トされている表紙ファイルおよび原稿ファイルを、出版用に PDF に変換します。

RTL (Right-to-Left) – 右から左に読む形式の本。アラビア語やヘブライ語などでは、RTL 形式の
本が一般的です。

色空間 – 色を数値で表現する方法。RGB (デジタル カメラやコンピューターのモニター)、CMYK 
(フルカラー印刷)、およびグレースケール (モノクロ印刷) などがあります。

印刷時のズレ – 印刷時に若干のズレが生じるおそれがあります。

解像度 – 画像の細かさを表す単位。画面や印刷物における画像のシャープさや鮮明度に直接影響を
与えます。

カラー プロファイル/ICC プロファイル – 画像やファイルに追加されるカラー マネジメント情報。
KDP では出版前に自動的に削除されます。

スポットカラー – Pantone Matching System (パントン マッチング システム) などのカラー シス
テムから選択されたインクで表される色。スポットカラーはオフセット印刷で使用されます。KDP 
のプリント・オン・デマンド モデルとは互換性がありません。

セーフ ゾーン – マージンの内側の部分。

裁ち落とし – 画像、背景、グラフィックなど、ページの端ぎりぎりまで印刷する要素を指す用語。
ページを裁断したときに白い余白が残らないようにするために、裁ち落としにする要素は、最終的な
ページ サイズの外まではみ出すように設定する必要があります。

透過オブジェクト/レイヤー – 透過オブジェクト/レイヤーは、複雑な視覚効果を生み出すためにグ
ラフィック デザインで使用される方法です。レイヤーは出版前の原稿ファイルの段階で結合してお
く必要があります。

判型 – 出版する本のサイズ。判型は、幅 x 高さで表されます。たとえば、15.24 x 22.86 cm (6 x 9 
インチ) という判型は、印刷物の幅が 15.24 cm (6 インチ)、高さが 22.86 cm (9 インチ) になるこ
とを意味します
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マージン – ページの版面 (印刷される範囲) の周囲にある余白。本文テキストが仕上がり線で裁ち落
とされるのを防ぐために必要です。

内側マージン – 本を綴じる側 (のど側) にある余白。本文テキストが綴じ部分に入り込んで読み
にくくなるのを防ぐために必要です。内側マージンに必要な最小値は、原稿ファイルのページ数
によって決まります。

外側マージン – 書籍の上 (天)、下 (地)、および外側 (小口側) にある余白。本文テキストが印刷
後の裁断で裁ち落とされるのを防ぐために必要です。

メタデータ – タイトル、サブタイトル、著者名、ISBN、内容紹介など、本の詳細情報。「プリント
本の詳細情報」に入力するメタデータは、原稿ファイルに記載されている内容と一致している必要が
あります。メタデータは、Amazon の本の詳細ページに表示されます。

ライブ グラフィック/ライブ要素 – 本文のテキストや、本の内容にとって重要な情報を含む、本の
裁断時に裁ち落としてはいけない部分。
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プリント本の詳細情報

ファイル形式
原稿
アップロードできる原稿ファイルの形式は、PDF、DOC、DOCX、RTF、HTML、TXT、EPUB、
AZW、または ZIP です。KDP では、出版や印刷の前にこれらのファイルが自動的に PDF に変換さ
れます。

表紙
表紙は、KDP の表紙作成ツールを使用して作成できます。また、自分で作成した表紙を PDF 形式で
提出することもできます。なお、kdp.amazon.co.jp では現在、表紙作成ツールはサポートされて
いません。

メタデータ
KDP の表紙作成ツールでは、「プリント本の詳細情報」ページに入力されたタイトル、サブタイト
ル、および著者名に基づいて表紙が作成されます。また、表紙作成ツールでは、裏表紙のバーコード
領域に本の ISBN が追加されます。表紙作成ツールの多くのテンプレートでは、画像ギャラリーか
ら画像を選択したり、自分で用意した画像をアップロードしたりできます。表紙作成ツールでサポー
トされているファイル形式は、JPG、PNG、および GIF です。

快適な読書体験を提供するために、原稿や表紙に含まれるメタデータについては以下のガイドラ
インを守ってください。

タイトル (出版後は変更不可) 
 • 表表紙または背表紙に必ず記載します。
 • 表紙および原稿ファイルのタイトルは、「プリント本の詳細情報」で入力した情報と一致して

いる必要があります。
 • URL を含めることはできません。

サブタイトル
 • 表紙または原稿に記載しなくても構いません。
 • 表紙や原稿にサブタイトルを記載する場合、「プリント本の詳細情報」で入力したサブタイト

ルと一致している必要があります。
 • URL を含めることはできません。
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著者名 (出版後は変更不可)
 • 表紙または原稿に記載しなくても構いません。
 • 表紙や原稿に著者名を記載する場合、「プリント本の詳細情報」で入力した情報と一致してい

る必要があります。
 − ニックネームは使用できません (たとえば Henry を Hank としてはなりません)。
 − イニシャルは使用できます。
 − 貢献者のグループを "○○ほか" などと表記することができます。

 • URL を含めることはできません。
 • 著者等には、本の制作に携わった著者、編集者、イラストレーター、翻訳者、その他の人の名

前またはペンネームのみを指定できます。

シリーズ 
 • 表紙または原稿に記載しなくても構いません。
 • シリーズ名と巻数を記載する場合、「プリント本の詳細情報」で入力した情報と一致している

必要があります。

ISBN (出版後は変更不可)
 • 原稿に ISBN を記載しなくても構いません。ISBN を記載する場合、「プリント本の詳細情

報」で割り当てられた ISBN と一致している必要があります。
 • ISBN は、裏表紙のバーコードに自動的に追加されます。詳細については、「バーコード」を

参照してください。
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プリント本のコンテンツ

インクと用紙
インクと用紙は、「黒インクと用紙 (クリーム)」、「黒インクと用紙 (白)」、「カラー インクと
用紙 (白)」の中から選択できます。写真やカラー画像を含む本の場合は、「カラー インクと用紙 
(白)」を推奨します。どのインクと用紙を選択するかによって、印刷コストや最低小売価格が変わり
ます。

インクと用紙が変わるとページの厚さも変わり、本の背表紙の幅も変わります。表紙作成ツールで
は、本の厚さに基づいて、自動的に本の背表紙の幅が調整されます。

表紙ファイルを自分で作成する場合は、本のページ数とページの厚さを掛け算し、望ましい背表紙の
幅を算出してください。

インクと用紙 ページの厚さ
黒インクと用紙 (クリーム) 0.0635 mm (0.0025 インチ)
黒インクと用紙 (白) 0.0572 mm (0.002252 インチ)
カラー インクと用紙 (白) 0.0596 mm (0.002347 インチ)

ページ数
ページ数は原稿ファイルに基づいて計算されます。必要な場合は、偶数ページになるように調整さ
れます(印刷された本では用紙の表と裏に印刷されるため、1 枚の用紙が 2 ページ分になります)。
最小ページ数は 24 ページです。最大ページ数はインクと用紙および判型オプションによって変わ
ります。

判型 (出版後は変更不可)
PDF を使用する場合は、原稿ファイルと表紙ファイルのサイズを、「プリント本の詳細情報」で選
択した判型と一致させる必要があります。原稿ファイルのサイズが判型と一致しない場合は、オンラ
イン プレビューアーで警告が表示されます。また、判型の不一致がある場合は、出版の前に修正が
試みられます。

doc、docx、html などのリフロー型のファイルを使用する場合は、選択された判型に基づいて、印
刷可能なファイルが自動的に生成されます。

ファイルの設定の詳細については、「原稿」および「表紙」を参照してください。
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判型オプション
 • 12.7 x 20.32 cm (5 x 8 インチ)
 • 12.85 x 19.84 cm (5.06 x 7.81 インチ)
 • 13.34 x 20.32 cm (5.25 x 8 インチ)
 • 13.97 x 21.59 cm (5.5 x 8.5 インチ)
 • 15.24 x 22.86 cm (6 x 9 インチ)
 • 15.6 x 23.39 cm (6.14 x 9.21 インチ)
 • 16.99 x 24.4 cm (6.69 x 9.61 インチ)
 • 17.78 x 25.4 cm (7 x 10 インチ)
 • 18.9 x 24.61 cm (7.44 x 9.69 インチ)
 • 19.05 x 23.5 cm (7.5 x 9.25 インチ)
 • 20.32 x 25.4 cm (8 x 10 インチ)
 • 21.59 x 27.94 cm (8.5 x 11 インチ)
 • 20.96 x 15.24 cm (8.25 x 6 インチ)
 • 20.96 x 20.96 cm (8.25 x 8.25 インチ)
 • 21 x 29.7 cm (8.27 x 11.69 インチ)
 • 21.59 x 21.59 cm (8.5 x 8.5 インチ)

裁ち落とし
ページの縁まで画像が印刷されるようにするには、画像を最終的な仕上がり線の外側まではみ出させ
ます。原稿ファイルの場合は上 (天)、下 (地)、および外側 (小口側) の仕上がり線から、表紙ファイ
ルの場合はすべての仕上がり線から、3 mm (0.125 インチ) はみ出させます。

PDF 形式の原稿の場合、裁ち落とし部分まで印刷されるようにするには、PDF のページ サイズを目
的の判型よりも 6 mm (0.25 インチ) 高く、3 mm (0.125 インチ) 幅広く設定してください。

Word (DOC/DOCX)、HTML、または RTF 形式の原稿ファイルについての特記事項
原稿ファイルが Word (DOC/DOCX)、HTML、または RTF 形式の場合は、ページの端まで伸びてい
る画像や要素があっても「裁ち落とし」を選択できません。このようなファイルは自動的にフォー
マットされ、プレビューが表示されます。裁ち落としのある本は、PDF で提出することをお勧めし
ます。

裁ち落としの詳細については、「原稿」および「表紙」を参照してください。
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マージン
原稿
本のページ数によって、マージン要件の最小値が以下のように変わります。

ページ数 内側マージン 外側マージン  
(裁ち落としなし)

外側マージン  
(裁ち落としあり)

24 ～ 150 ページ 9.6 mm (0.375 イン
チ)

6.4 mm (0.25 インチ) 
以上

9.4 mm (0.375 インチ) 
以上

151 ～ 300 ペー
ジ

12.7 mm (0.5 イン
チ)

6.4 mm (0.25 インチ) 
以上

9.4 mm (0.375 インチ) 
以上

301 ～ 500 ペー
ジ

15.9 mm (0.625 イ
ンチ)

6.4 mm (0.25 インチ) 
以上

9.4 mm (0.375 インチ) 
以上

501 ～ 700 ペー
ジ

19.1 mm (0.75 イン
チ)

6.4 mm (0.25 インチ) 
以上

9.4 mm (0.375 インチ) 
以上

701 ～ 828 ペー
ジ

22.3 mm (0.875 イ
ンチ)

6.4 mm (0.25 インチ) 
以上

9.4 mm (0.375 インチ) 
以上

本のマージンは、オンライン プレビューアーで確認できます。原稿ファイルがマージンの最小要
件を満たしていない場合は、出版前にマージンの修正が試みられます。

表紙
表紙ファイルのマージン要件の最小値は、表紙ファイルの四方すべてにおいて、塗り足し線から 
6.4 mm (0.25 インチ)、仕上がり線から 3.2 mm (0.125 インチ) となります。

ライブ要素
ライブ要素とは、本文のテキストや、本の内容にとって重要なその他の情報を含んでおり、本の断裁
時に裁ち落としてはいけない要素のことです。すべてのライブ要素は、セーフ ゾーン (推奨される
マージン領域) の内側に配置する必要があります。

背景テキストや飾り用のテキストはセーフ ゾーンの外側に配置して構いませんが、その一部が裁断
時に切り落とされるおそれがあります。

地図やデザイン テキストなど、2 ページにまたがる画像の中のテキストは、内側マージン領域に配
置して構いませんが、綴じ部分に入り込んで読みにくくなるおそれがあります。

読者にとって重要なテキストや要素をセーフ ゾーンの外側に配置しないようにしてください。

背表紙のテキスト
本のページ数が 100 ページ以上になる場合は、本の背表紙にテキストを配置できます。背表紙のテ
キストおよびロゴは、印刷時のズレを考慮して、上下 (天地) とも 1.6 mm (0.0625 インチ) の空
白を取る必要があります。
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本のページ数が 100 ページに満たない場合は、背表紙にテキストを配置しても、出版前にテキスト
が削除されることがあります。KDP の表紙作成ツールを使用している場合、背表紙のテキストは自
動的に調整されます。

バーコード
バーコードは裏表紙に自動的に配置されます。バーコードを削除したり、位置を変更したりするこ
とはできません。バーコードの位置に重要な画像やテキストが配置されている表紙は、受領されま
せん。

 • ISBN バーコードの領域は、幅 50.8 mm (2 インチ)、高さ 30.5 mm (1.2 インチ) です。
 • バーコード領域の下辺は、表紙の下 (地) の裁ち落とし線 (仕上がり線) から 6.4 mm (0.25 

インチ) 上に置かれます。
 • 左から右に読む (LTR) 本の場合、バーコード領域の右辺は背表紙から 6.4 mm (0.25 イン

チ) の位置に置かれます。
 • 右から左に読む (RTL) 本の場合、バーコード領域の左辺は背表紙から 6.4 mm (0.25 イン

チ) の位置に置かれます。

バーコードの位置の例については、「表紙」の図を参照してください。

ISBN バーコードの他に QR コードや UPC バーコードを含めることもできます。ただし、それらを 
ISBN バーコード用に確保されているスペースに置くことはできません。

画像の解像度
光学印刷の場合は、表紙でも原稿でもすべての画像を 300 dpi 以上にする必要があります。300 dpi 
未満の画像については出版前にフラグが付けられるので、更新した画像を再提出してください。

線幅
チャート、表、グラフィック要素などに線が含まれている場合は、印刷紙面ではっきり見えるよう
に、線の太さを 0.75 ポイントまたは 0.3 mm (0.01 インチ) 以上にしてください。

グレースケールの塗りつぶし
グレーのバックグラウンドを含む本に「黒インクと用紙 (白)」の印刷オプションを選択する場合
は、グレースケールの塗りつぶしを 10% 以上にすることを推奨します。

透過オブジェクト/レイヤー
出版前に、すべての透過オブジェクトとレイヤーをネイティブ ファイル内で結合しておくことを推
奨します。原稿ファイルに透過オブジェクトが含まれていると、プリンターでエラーが発生したり、
コンテンツが欠けたり歪んだりするおそれがあります。透過オブジェクトがある場合は、出版前に結
合が試みられます。結合が失敗すると、ファイルは受領されません。
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フォントのサイズ
印刷紙面でテキストがはっきり読めるように、フォントのサイズは 7 ポイント以上にする必要があ
ります。

埋め込みフォント
出版前に、表紙ファイルおよび原稿ファイルのすべてのフォントをネイティブ プログラム内で埋め
込んでおく必要があります。埋め込まれていないフォントがある場合は、出版前に、ライセンスの制
限が発生しないようにフォントの埋め込みが試みられます。埋め込まれていないフォントがあると、
印刷時にエラーが発生したり、表示が変わったり、まったく印刷できなくなったりするおそれがあり
ます。そのため、フォントを埋め込めない本は受領されません。

トンボ/クロップ マーク/トリム マーク/レジスター マーク
表紙ファイルや原稿ファイルにトンボを含めてはなりません。

見開き
原稿ファイルは必ず単独ページで作成してください (見開きページは不可)。

ページ設定
ページ番号はすべて連番で、偶数ページが左、奇数ページが右に来るようにします(右から左に読
む (RTL) 本の場合は、奇数ページが左、偶数ページが右に来るようにします)。ページ番号が連番に
なっていない場合は、落丁や乱丁が発生している可能性があります。このような問題は、制作工程で
の問題や遅延、または返品につながります。

番号が表示されないページがある場合でも、そのページを飛ばさずに計算に入れて、続きの番号を正
しく振る必要があります。

例: 1、2、3、4、x、x、x、8、9、10... (x は番号が付けられていないページ)

原稿の最初の部分はローマ数字にし、以降は通常のアラビア数字にすることもできます。

例: i、ii、iii、4、5、6... または i、ii、iii、1、2、3...

シリーズ名と巻数が明記されている場合は、シリーズの前の巻からの続きの番号を、続く巻で付ける
こともできます。

オリジナルの続き番号が原稿ファイルのフッターではっきり読める場合は、スキャン画像を使用する
こともできます。
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白紙のページ
原稿ファイルの最初および途中に 3 ページ以上の連続する白紙を入れてはなりません。また、原稿
ファイルの最後に 11 ページ以上の連続する白紙を入れてはなりません。白紙ページが多すぎると、
印刷ミスのように見えるおそれがあるため、本の制作工程に遅延が生じる場合があります。

許容される限度よりも多くの白紙ページを連続で入れる場合は、意図的に挿入した白紙であることを
示すために、何らかのコンテンツを入れる必要があります。たとえば、メモ欄であることを示す罫
線や枠を入れたりします。ヘッダーやフッターに "メモ"、"白紙"、アスタリスク (*) の行を入れた
り、ジョーク本などでよくあるように同じテキストを繰り返し入れても構いません。

テキストのはみ出し
原稿ファイルや表紙ファイルからテキストがはみ出していてはなりません。テキストはすべて完全で
あり、判読可能である必要があります。

テキストの重なり
デザインの一部として意図的にテキストが重ねられている場合があります。その場合も、本文が判読
可能であれば、問題にはなりません。テキストの重なりが意図的なものでないように見える場合は、
ファイルが受領されないことがあります。

ページやコンテンツの向き
ページやコンテンツの向きはすべて揃える必要があります。

なぞなぞの本で答えが上下逆に記載されている場合など、ページの一部だけが上下逆で、他の部分は
正しく記載されている場合などは問題ありません。1 ページが丸々上下逆になっている場合はエラー
のように見えるおそれがあるため、そのようなファイルは受領されません。パラパラ漫画は受領され
ません。

カレンダー スタイル
カレンダー スタイルの本を印刷する場合は、以下の点に注意してください。

 • 原稿ファイルのサイズは判型 (幅 x 高さ) に従う必要があります。
 • 原稿ファイルのテキストおよび画像はすべて、反時計回りに 90º 回転させる必要がありま

す。
 • コンテンツの左ではなく上で綴じるようにします。

 − 注: Amazon で表示される表紙画像は、反時計回りの向きになります。調整することは
できません。

 • ページ数によるマージンの要件は通常と同じです。
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出版者の情報
本の著者または出版者である場合は、自分の名前または出版会社の名前を入力できます。

原稿ファイルおよび表紙ファイルに入れてよいのは、本の著者または出版者の名前だけです。本の出
版者に Amazon、KDP、Kindle、または CreateSpace の名前を含めることはできません。読者の混
乱を避けるために、以下の禁止事項に注意してください。

 • その本を以前出版していた出版社も含め、他の出版社の情報を入れてはなりません。
 • Amazon または Amazon の関連会社の名前を入れてはなりません。
 • Kindle、CreateSpace、または Kindle ダイレクト・パブリッシング (KDP) を含め、

Amazon の製品またはサービスの名前を入れてはなりません。
 • Amazon、CreateSpace、または KDP のロゴを入れてはなりません。

バンドルの情報
原稿ファイルおよび表紙ファイルに、このプリント本がボックス セットやディスク セットなどの
バンドル セットの一部であるような記載をしてはなりません。

ファイルやプリント本の内容紹介に補足的なメディアへの参照情報を含める場合は、そのメディアの
ある場所やアクセス方法を明記する必要があります。たとえば、ディスクにアクセスできる特定の 
URL や、デジタル ダウンロードへのリンクなどを入れることができます。

テンプレート
既存のテンプレートを使用してプリント本のファイルを作成する場合は、ガイド、テンプレート レ
イヤー、ダミー テキストなどのテンプレート情報をすべて削除し、印刷されないようにしてくださ
い。テンプレートの情報が残っている場合、ファイルは受領されません。

PDF 作成ロゴ
PDF 作成ロゴや透かしは、PDF を作成するために使用されたソフトウェアまたはサービスによって
作成された痕跡です。ロゴや透かしが入ったドキュメントは、そのロゴを作成した会社に独占所有
権があります。そのため、Amazon では、PDF 作成ロゴや透かしが入ったファイルを受領できま
せん。

セキュリティ保護されたファイル
暗号化されたファイルやロックされたファイルをプリント本として出版することはできません。ファ
イルのセキュリティ保護はすべて、提出前に解除しておく必要があります。

プレースホルダー テキスト
Lorem Ipsum などのダミー テキストがプレースホルダー テキストとして入っているファイルは受
領されません。プレースホルダー テキストが含まれていると、出版時にエラーのように見えるおそ
れがあるためです。
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注釈
注釈とは、印刷以外の目的で PDF に追加されたマークアップ、付箋紙、コメントなどのことです。
注釈はすべて出版前に削除されます。それによって原稿の表示が変わるおそれがあります。

ブックカバー
ブックカバーの折り込み部は、出版前にカバー ファイルから削除されます。

枠線
枠線は推奨されません。印刷工程で 3.2 mm (0.125 インチ) のズレが発生するおそれがあり、ズレ
によって枠線が一部欠けた場合に表示が不揃いになるからです。ファイルに枠線を含める場合は、仕
上がり線から 6.3 mm (0.25 インチ) 以上内側に配置し、印刷紙面での表示が不揃いにならないよ
うにしてください。白色の枠線を含める場合は、線幅要件の最小値を満たすようにしてください。満
たしていない場合は、裁ち落とし部分の欠落と見なされ、ファイルは受領されません。

カラー プロファイル
ファイルにカラー プロファイルを含めることは推奨されません。カラー プロファイルは出版前に自
動的に削除されます。これにより、予期せぬ結果が生じるおそれがあります。

スポット カラー
ファイルにはスポット カラーを含めないでください。スポット カラーは、ファイルのレビューでエ
ラーの原因になるおそれがあります。スポット カラーを使用している場合は、RGB または CMYK 
のカラー スペースに変換することを推奨します。

色空間
1 つのファイルで複数の色空間を使用することは推奨されません。印刷時に色に差異が生じたり、予
期せぬ結果が生じるおそれがあります。

右から左に読む形式
KDP では、右から左に読む (RTL) 形式の本もサポートしています。RTL 形式の本を出版する場合
は、「プリント本のコンテンツ」セクションで該当するフラグを設定してください(表紙作成ツール
は、RTL 形式の本をまだサポートしていません)。

表紙の PDF ファイルは、表表紙が背表紙の左に、裏表紙が右に来るように配置された状態でアップ
ロードする必要があります。原稿ファイルは、開始ページを 1 にしてアップロードする必要があり
ます。

RTL 形式の表紙の詳細については、「右から左に読む (RTL) 形式の本の表紙レイアウト」を参照し
てください。
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ジャンル固有の要件
エンターテイメント本
ジョーク集やギャグブックなどのエンターテイメント関連本では、同じコンテンツを繰り返し使用
したり、意図的にコンテンツを欠落させたりする場合があります。このような繰り返しや欠落があ
る本でも、本の内容紹介でそれが意図的なものであることが明記され、かつ他の仕様要件をすべて
満たしている場合は、出版することができます。意図的に白紙ページを挿入している本の場合は、
罫線やヘッダー、"メモ" など、意図的な白紙であることを示す何らかのコンテンツを入れる必要が
あります。

コンパニオン ブック

コンパニオン ブックとは、元の作品に基づく要約、参考書、分析書などを指します。読者の混
乱を避けるために、コンパニオン ブックは以下の基準を満たす必要があります。

 • タイトルの先頭に、「要約」、「参考書」、または「分析」などと付ける必要があります。
 − 例: 要約および分析: プライドと偏見

 • 表紙画像では、元の本のタイトルの前に、「要約」、「参考書」、「分析」などの単語を、元
のタイトルと同じかそれより大きいサイズのフォントで記載する必要があります。

 • 元の本の著者等は、著者等の欄に入力しないでください。
 • コンパニオン ブックは、「学習支援」または「文芸批評」のカテゴリーに掲載されます。

 − 例: 学習支援 > 注釈

日誌/ノート
日誌やノートは、その趣旨を明記していて、かつ他の仕様要件をすべて満たしている場合は、出版
することができます。日誌やノートの場合は、書き込みができる罫線やヘッダー、枠線、"メモ" な
ど、意図的な白紙であることを示す何らかのコンテンツを入れる必要があります。
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原稿

ページ サイズの設定 
ページ サイズとは、プリント本の原稿ファイルに含まれるページの実際のサイズを指します。

裁ち落としなしのプリント本
ページ サイズを、選択した判型に設定します (幅 x 高さ)。

 • たとえば、15.24 x 22.86 cm (6 x 9 インチ) の判型にする場合は、幅 15.24 cm (6 イン
チ)、高さ 22.86 cm (9 インチ) のページ サイズに設定します。

裁ち落としありのプリント本
画像をページの縁まで印刷したい場合は、その画像を上 (天)、下 (地)、および外側 (小口側) の仕上
がり線から 3 mm (0.125 インチ) 以上はみ出させます。原稿ファイルのページ サイズは、目的の
判型よりも 6 mm (0.25 インチ) 高く、3 mm (0.125 インチ) 幅広く設定します。

判型  
(インチ)

裁ち落としサイズ 
(インチ)

5” x 8” 5.125” x 8.25”
5.06” x 7.91” 8.185” x 8.16”
5.25” x 8” 5.375” x 8.25”
5.5” x 8.5” 5.626” x 8.75”
6” x 9” 6.125” x 9.25”
6.14” x 9.21” 6.265” x 9.46”
6.69” x 9.61” 6.815” x 9.86”
7” x 10” 7.125” x 10.25”
7.44” x 9.69” 7.565” x 7.94”
7.5” x 9.25” 7.625” x 9.5”
8” x 10” 8.125” x 10.25”
8.5” x 11” 8.625” x 11.25”
8.25” x 6” 8.375” x 6.125”
8.25” x 8.25” 8.375” x 8.5”
8.27” x 11.69” 8.395” x 11.94”
8.5” x 8.5” 8.625” x 8.75”

判型  
(cm)

裁ち落としサイズ  
(cm)

12.7 x 20.32 cm 13 x 20.92 cm
12.85 x 19.84 cm 13.15 x 20.44 cm
13.34 x 20.32 cm 13.64 x 20.92 cm
13.97 x 21.59 cm 14.27 x 22.19 cm
15.24 x 22.86 cm 15.54 x 23.46 cm
15.6 x 23.39 cm 15.9 x 23.99 cm
16.99 x 24.4 cm 17.29 x 25 cm
17.78 x 25.4 cm 18.08 x 26 cm
18.9 x 24.61 cm 19.2 x 25.21 cm
19.05 x 23.5 cm 19.35 x 24.1 cm
20.32 x 25.4 cm 20.52 x 26 cm
21.59 x 27.94 cm 21.89 x 28.54 cm
20.96 x 15.24 cm 21.26 x 15.84 cm
20.96 x 20.96 cm 21.26 x 21.56 cm
21 x 29.7 cm 21.3 x 30.3 cm
21.59 x 21.59 cm 21.89 x 22.19 cm
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マージンの設定
原稿ファイルの作成に使用しているソフトウェアで、マージンを "見開きページ" に設定し、向かい
合う左右のページで、内側マージンと外側マージンにそれぞれ異なる寸法を設定します。

ページ数 内側マージン 外側マージン  
(裁ち落としなし)

外側マージン  
(裁ち落としあり)

24 ～ 150 ページ 9.6 mm (0.375 イン
チ)

6.4 mm (0.25 インチ) 
以上

9.4 mm (0.375 インチ) 
以上

151 ～ 300 ペー
ジ

12.7 mm (0.5 イン
チ)

6.4 mm (0.25 インチ) 
以上

9.4 mm (0.375 インチ) 
以上

301 ～ 500 ペー
ジ

15.9 mm (0.625 イ
ンチ)

6.4 mm (0.25 インチ) 
以上

9.4 mm (0.375 インチ) 
以上

501 ～ 700 ペー
ジ

19.1 mm (0.75 イン
チ)

6.4 mm (0.25 インチ) 
以上

9.4 mm (0.375 インチ) 
以上

701 ～ 828 ペー
ジ

22.3 mm (0.875 イ
ンチ)

6.4 mm (0.25 インチ) 
以上

9.4 mm (0.375 インチ) 
以上
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裁ち落としなしの原稿レイアウト

Available Text Area
“Safe Zone” ( )

 
(  )

:  15.24 x 22.86 cm (6"x 9")  @ 300 

 6.4 mm (0.25")

 15.24 cm (6")

 12.7 mm (0.5")

  13.34 cm (5.25")

 22.86 cm
 (9")

 
 21.59 cm

 (8.5")
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裁ち落としありの原稿レイアウト

:  15.24 x 22.86 cm (6 x 9 ) 300 

(  )

(  )

 3 mm (0.125")

 6.4 mm (0.25")

 9.4 mm (0.375")

 15.24 cm (6")

 12.7 mm (0.5")

 +  15.54 cm (6.125")

 +
 

 23.46 cm
 (9.25")

 22.86 cm
 (9")

  13.34 cm (5.25")

 
 21.59 cm

 (8.5")
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裁ち落としありのファイルのデザイン
オンラインプレビューアーでは、ファイルがパブリッシングガイドラインに沿っていることを確認す
るために、書式がチェックされます。プレビューアーで修正が必要な書式の問題が見つかった場合
は、元のプログラムでファイルを更新して必要な書式の変更を行い、新しい PDF を作成してアカウ
ントにアップロードする必要があります。

裁ち落としの書式の問題を修正する場合は、以下の点を確認してください。

 • ファイルのサイズを正しい裁ち落としサイズに設定します (上記のサイズ表を参照)。PDF の
すべてのページは、ちょうど裁ち落としサイズになるように設定する必要があります。

 • 裁ち落としの対象となるすべての画像やグラフィックは、裁ち落とし線までしっかり到達して
いる必要があります。この条件を満たしていない場合は、検証に失敗します。

 • 裁ち落としを行わない画像やグラフィックは、最小のマージン要件内に収める必要がありま
す。

 • すべてのテキストは、最小のマージン要件内に収める必要があります。テキストをページ端で
裁ち落とすことはできません。

オンラインプレビューアーでは、原稿ファイルの書式構造がチェックされます。そのため、原稿のペ
ージを目で見ただけではわかりづらい書式のエラーも報告されることがあります。原稿のエラーを確
実になくすために、上記のガイドラインに従ってください。

画像
裁ち落としファイルに含まれる画像の境界は、裁ち落とし線まで達するか、マージン内に収まってい
る必要があります。

以下の 2 つの画像は、本の見開きページを示しています。最初の画像 (ノーマル ビュー) は、ファ
イルが実際にどのように見えるかを示しています。2 つ目の画像 (ワイヤフレーム ビュー) は、同じ 
2 ページの構造を示しています。ノーマル ビューでは、リンゴの画像がマージン内に収まっていま
す。また、画像の背景は白なので、裁ち落としにする必要はないように見えます。しかし、オンライ
ンプレビューアーで見ると、このファイルはエラーとなります。リンゴの画像の境界が裁ち落とし線
まで到達していないためです。ワイヤフレーム ビューで見ると、実際の画像の境界 (四角形と X で
表示) は、ページの端近くまで伸びていますが、端まで達していません。オンライン プレビューアー
は画像全体の境界のみを認識するので、画像を編集して、ページの端まで達する大きさにするか、マ
ージン内に収める必要があります。
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ノーマル ビュー:

ワイヤフレーム ビュー:
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オンライン プレビューアー:

ベクター グラフィック
裁ち落としファイルに含まれるベクターグラフィックは、画像と同じルールに従います。各グラフィ
ックは、裁ち落とし線まで達するか、またはマージン内に収まっている必要があります。以下の例で
は、ノーマルビューの左側のページにグラフィックが表示されており、新しい本のセクションの開始
を示す仕切りページが右側のページに表示されています。ワイヤフレームビューで見ると、食べ物の
画像を構成する各グラフィックのアウトラインが示されるので、この画像はベクターオブジェクトと
して表示されていることがわかります。つまり、オンラインプレビューアーは、これらを 1 つのま
とまったグラフィックではなく、個々のベクターオブジェクトとして認識し、個別にチェックを行
います。そのため、多くのベクターグラフィックのセグメントがマージンの外側にあるのに、裁ち落
とし線から十分にはみ出していないので、オンラインプレビューアーはこれをエラーと判断します。
ベクターオブジェクトの裁ち落としを行うファイルをデザインする場合は、この点に注意してくださ
い。自動印刷チェックに合格するために、ベクターオブジェクトを高解像度のラスター画像に変換す
るという方法もあります。
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ノーマル ビュー:

ワイヤフレーム ビュー:
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オンライン プレビューアー:
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表紙
表紙のファイルをアップロードする場合は、表表紙、裏表紙、背表紙がひと続きになっている画像
ファイルを用意します。選択したプリント本の判型とページ数、および適切な裁ち落とし (塗り足
し) の量を考慮して、適切なサイズに設定します。

表紙サイズの計算
背表紙の計算
プリント本の表紙を設定するには、まず背表紙の幅を計算する必要があります。

黒インクの本の背表紙の幅を計算するには:

 • 用紙 (白): ページ数 x 0.0572 mm (0.002252 インチ)
 • 用紙 (クリーム): ページ数 x 0.0635 mm (0.0025 インチ)

カラー インクの本の背表紙の幅を計算するには:

 • ページ数 x 0.0596 mm (0.002347 インチ)

どのような本でも、製本後のサイズには少々のばらつきが出ます。表紙の左右の折り目で 1.6 mm 
(0.0625 インチ) のズレを考慮に入れてください。たとえば、背表紙の幅が 25.4 mm (1 インチ) 
の場合は、背表紙のテキストの幅を 22.2 mm (0.875 インチ) 未満にする必要があります。マー
ジンの幅が一定でないため、背表紙の折り目部分にはっきりした縁やラインが来るデザインにする
と、表表紙や裏表紙に多少はみ出す可能性があります。

表紙サイズを計算するには、次の数式に背表紙の幅、選択した判型の幅と高さ、および 3 mm 
(0.125 インチ) の裁ち落としの値を当てはめてください。

表紙の幅 
表紙の幅 = 裁ち落とし + 裏表紙の幅 + 背表紙の幅 + 表表紙の幅 + 裁ち落とし

表紙の高さ 
表紙の高さ = 裁ち落とし+ 判型の高さ + 裁ち落とし
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例:

300 ページ、判型 15.24 x 22.86 cm (6 x 9 インチ)、黒インク、プリント本、用紙 (白) の場合:

300 (ページ) x 0.002252 インチ (背表紙の乗数) = 0.6756 インチ (背表紙の幅) 
300 (ページ) x 0.0572 mm (背表紙の乗数) = 17.16 mm (背表紙の幅)

表紙の幅 = 0.125 インチ (裁ち落とし) + 6 インチ (判型の幅) + 0.6756 インチ (背表紙の幅) + 
6 インチ (判型の幅) + 0.125 インチ (裁ち落とし) = 12.9256 インチ 
表紙の幅 = 3 mm (裁ち落とし) + 15.24 cm (判型の幅) + 17.16 mm (背表紙の幅) + 15.24 cm 
(判型の幅) + 3 mm (裁ち落とし) = 32.8 cm

表紙の高さ = 0.125 インチ (裁ち落とし) + 9 インチ (判型の高さ) + 0.125 インチ (裁ち落とし) 
= 9.25 インチ 
表紙の高さ = 3 mm (裁ち落とし) + 22.86 cm (判型の高さ) + 3 mm (裁ち落とし) = 23.46 cm

グラフィックスのセーフ ゾーン
KDP では、印刷裁断の工程でコンテンツが誤って裁ち落とされるのを避けるために、すべてのラ
イブ要素について、塗り足し線から 6.4 mm (0.25 インチ) 以上のマージンを空ける必要がありま
す。本文のテキストや図表は、セーフ ゾーンの内側に配置する必要があります。セーフ ゾーン内の
テキストが判読可能でありさえすれば、アセンダーやディセンダー、またテキストの端や、デザイン
要素としてのテキストを、表紙ファイルの端の裁ち落とし部分に配置しても構いません。

背表紙のテキストのサイズの計算
背表紙のテキストおよび背表紙のロゴは、表表紙や裏表紙にズレないように、1.6 mm (0.0625 イン
チ) 以上のマージンを左右に取る必要があります。背表紙のテキストのサイズを決定するには、以下
のように計算します。

背表紙のテキストのサイズ = 背表紙の幅 – 背表紙の左マージン – 背表紙の右マージン

例:

300 ページ、黒インク、プリント本、用紙 (白) の場合:

背表紙のテキストのサイズ = 0.6756 インチ (背表紙の幅) – 0.0625 インチ (マージン) – 0.0625 
インチ (マージン) = 0.5506 インチ 
背表紙のテキストのサイズ = 17.16 mm (背表紙の幅) – 1.6 mm (マージン) – 1.6 mm (マー
ジン) = 13.96 mm
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左から右に読む (LTR) 形式の本の表紙レイアウト

:  15.24 x 22.86 cm (6 x 9 )  ( ) 300 

  
:   

     

 3 mm (0.125")

 
3.4 mm (0.125")

 6.4 mm (0.25")

3

S
u 1.6 mm (0.0625")

 17.16 mm (0.6756")

 13.96 mm (0.5506")

 23.46 cm
 (9.25")

 22.86 cm
 (9")

 22.18 cm
 (8.75")

 32.8 cm (12.926")

 31.52 cm (12.426")

 6.4 mm (0.25") 

 15.24 cm (6")



|  30 ページ  |

プリント パブリッシング ガイドライン

右から左に読む (RTL) 形式の本の表紙レイアウト

  
:    
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