
農文協プロダクションの

自費出版
　（株）農文協プロダクションでは「適正な価格でクオリティの高い作品」を作ることをモットーとしてお

ります。単純に「早くできればいい」「安くできればいい」ということでなく、一つ一つの作品に価値を持

たせることが大切だと考えています。

　（株）農文協プロダクションは、一般社団法人　農山漁村文化協会（農文協）の関連会社です。「農業・食・

健康・社会・教育・思想」などを得意分野とした上で、さらに多方面にわたり豊富な資料と知識、経験

に基づく本作りに定評があります。したがって、お客様の作品を「プロ仕様」の本、一般流通にもしっ

かり適応できる完成度の高い本に仕上げることができます。

　自費出版が初めての方もご安心ください。自費出版はお客様ご自身で作ったデータを印刷、表紙・カバー

をつけて販売する、という形式が一般的ですが、（株）農文協プロダクションでは一般流通の書籍同様に

編集、誌面のデザイン・レイアウトや印刷方式の決定など、細部にわたって詳しくご説明・ご相談した

上でのご制作となります。

　原稿から書き始めたいという方にはその書き方から、完成原稿をお持ちの方は編集・リライト（必要

に応じて）、著者校正なども取り入れてより効率的によりよい作品を作るための方法を御提案、その上で

御希望の様式で制作いたしますので、原稿を渡したら納品までお任せというものでなく、お客様ととも

に一から作り上げる完全オーダーメイド製です。できあがりまでのプロセスを含めて、自費出版制作を

お楽しみいただけます。

　　　販売について
　一般の自費出版を扱う出版社では、取次会社と契約して一般書店への流通をうたっているところが多数あり
ますが、弊社ではお取り扱いしておりません。ただ、農文協のネット書店「田舎の本屋さん」での販売や、ジャ

ンルによっては大手町にある農文協の直営書店「農業書センター」での販売も可能ですし、農文協とタイアッ

プしてルーラルブックスとして発行するなどの前例もあります。流通に関してのアドバイスなどは行っており

ますので、お気軽にご相談ください。
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農文協プロダクションの自費出版でできること

完全オーダーメイド制



　御見積担当者と作業担当者各 1名が専従となって担当いたしますので、作業に見合う適正な金額で制

作ができます。詳細についてのご説明も差し上げます。なぜ安いのか、なぜ高いのかというところを納

得していただいた上でのご契約となりますので安心です。

　過剰な仕様や印刷部数のご提示はいたしません。お客様のご予算に応じて無理のない範囲内での御提

案を差し上げます。

　内容につきましても、お客様のご意向を第一にした上で、作品をより良く仕上げるために必要な御提

案を随時差し上げます。担当者とお客様との話し合いの上で、本作りを進めますので、お客様のご要望

もより強く反映され、ご満足いただける作品となります。

　原稿はないけれど、書いてみたい、本にしてみたいというご要望でも、一からご一緒に取り組みます。

　御見積は無料ですが、打合せにつきましては、弊社外（お客様ご指定の場所やお客様のご自宅など）

の場合、恐れ入りますが交通費等実費をご負担いただく形になります。

　（株）農文協プロダクションの自費出版はあらゆるジャンルに対応します。小説・社史・自分史・エッセー・

研究論文・実務書・追悼集・写真集・画集・絵本・同窓会文集・組合史・団体史など種類は問いません。また、

製本も通常の上製本・並製本の他、レシピ集に使われるカード式スタイルなどさまざまな形式に対応い

たします。

　（株）農文協プロダクションでは長年にわたり自費出版の制作に携わっておりますが、2012 年 5 月に、

自費出版からはじまり過去 5作品（農文協ルーラルブックスとして販売）の絵本シリーズ制作を承りま

した岡山県の安藤由貴子さんが、第 12 回谷口澄夫教育奨励賞を受賞なさいました。続いて 9月に日本初

の抹茶の専門書である「抹茶の研究」の制作依頼をいただきました京都府の桑原秀樹さんが、京都宇治

の紫式部市民文化賞を受賞されています。

　（株）農文協プロダクションの自費出版はリピーターも多く、シリーズものを含め 6冊も自費として制

作をご依頼くださったお客様もおられます。常にお客様との信頼関係にのっとって作り上げられる作品

をご堪能ください。

2

専任担当者が一貫してサポート。ご予算に応じた制作

あらゆるジャンル・形式に対応

実績
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�自費出版制作費用は造本形式・装丁・頁数・部数・色数・原稿状態・校閲の有無・写真イラストの点数、その他さ
まざまな要因で大きく変わります。まず、作ってみたい本のイメージを固めてからご相談ください。イメージがはっ
きりしているほど、より具体的な金額で御見積することが可能です。

並製 300部 500 部 1000 部

96頁 555,000 580,000 620,000

160 頁 740,000 755,000 820,000

224 頁 930,000 950,000 1,030,000

288 頁 1,110,000 1,140,000 1,230,000

上製 300 部 500 部 1000 部

96頁 670,000 690,000 750,000

160 頁 880,000 910,000 985,000

224 頁 1,110,000 1,140,000 1,240,000

288 頁 1,330,000 1,370,000 1,480,000

◆A５判（縦210×横148ミリ…一般的に最も使われているコピー用紙の半分サイズ）

並製 300部 500 部 1000 部

96頁 525,000 545,000 580,000

160 頁 680,000 700,000 745,000

224 頁 840,000 900,000 920,000

288 頁 995,000 1,010,000 1,090,000

上製 300 部 500 部 1000 部

96頁 630,000 650,000 690,000

160 頁 810,000 840,000 900,000

224 頁 1,010,000 1,030,000 1,100,000

288 頁 1,200,000 1,210,000 1,310,000

◆B６判（縦182×横128ミリ…大学ノートの半分サイズ）

③初校作成（校正含む）

⑤初校訂正・再校作成（校正含む）

　　⑩デザイン確定・最終確認
　　・データ準備

①見本組作成

⑧装丁デザイン等

⑦再校訂正・三校作成

②見本組確認

④著者校正（初校）

⑥著者校正（再校）→責了

⑨デザイン確認

⑪印刷・製本 ⑫納品

制作は①から⑫の順ですすみます。内
容によっては再校のあとに三校、四校
…と校正が入る場合もあります。

お客様（株）農文協プロダクション

契約成立・原稿引き渡し

�上記金額に別途消費税がかかります。

基本的な制作の流れ

自費出版標準制作料金例
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近年の作品

この他にも記
念誌などジャ
ンルは多種多
様です。

福武教育文化振興財団
第 12回谷口澄夫教育奨励賞受賞
安藤由貴子著　郷土絵本シリーズ

紫式部市民文化賞受賞
桑原秀樹著「抹茶の研究」

リピーター作品例（左：「思い出の継ぎはぎシリーズ」木山雄三著、右：「神秘の大樹シリーズ」菅原茂著）

作品



Q&A自費出版
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Q　問い合わせにあたり準備すべきことはありますか？

A　特にありません。原稿をお持ちの方はその分量（文字数はどのくらいか、写真や図

版の点数はどのくらいか）、イメージする仕様や納期の希望の有無などをお伝えいただ

ければお話がスムーズに進むと思います。

Q　依頼前に一度訪問し、お話できますか？

A　ご来社は、お電話等で日時のご予約をいただければ大丈夫です。

Q　初回面談から契約までの流れについて教えてください。

A　原稿がお揃いの場合→面談時に原稿一式お預かりし、編集の有無など方針を決め、

お見積書を提出してからご相談差し上げます。そこでご了承いただけましたら、契約と

なります。

　原稿がお揃いでない場合→面談時にどのように原稿を書くのか、必要なものは何かな

どのご提案を差し上げます。それにのっとって原稿や図表・写真などをご用意いただき、

再度ご相談の上、お見積書をご確認いただき、ご了承いただけましたら、契約となります。

Q　自費出版の完全制作以外にも相談にのってもらえますか？　どんなことが依頼でき

ますか？

A　印刷・製本だけ頼みたい、電子出版したい、文章を書くにはどうしたらいい…など

などのご質問に、できるかぎりのお手伝いをいたします。

Ｑ　着手金などはいつ、いくらくらいかかりますか？

Ａ　お支払いについては、基本的には契約完了時から二週間以内に初回見積額の10％、

初校が出た段階で見積額の半額を（この時点で全体の60％）、納品終了時点で残金を

お支払いいただくことになっています。制作期間が長期にわたるなど例外的なものに関

してはご相談の上決定いたします。

Ｑ　（株）農文協プロダクションで制作するメリットを教えてください。

Ａ　（株）農文協プロダクションは農文協の関連会社ですので、食・農・自然科学をは

じめとして、社会・教育など各ジャンルに詳しいエキスパートが揃っております。原稿

に関してのものからデザインなど内容の充実のためのさまざまなお手伝いが可能です。

また、写真を使いたいが適当なものがお手持ちにないなどの場合、（株）農文協プロダ

クションのフォトライブラリーからイメージ写真、解説用写真などをお使いいただくこ

ともできます（別途料金がかかります）。



Ｑ　料金はどの程度かかりますか？　料金はどのように決まるのですか？

Ａ　基本的な料金につきましては料金表（P3参照）の通りですが、編集の有無やその

度合い、図表やイラスト制作の有無、校正の回数、紙の種類の選択、印刷方式の選択など、

料金はどのやり方をどう選ぶかですべて違ってきます。まずはご相談ください。　　　

Ｑ　遠方からでも依頼できますか？

Ａ　遠方からのご依頼にも対応しております。過去にブラジル在住の方からのご依頼も

いただいております。その際の打合せはメール、FAX、電話等のみとなります。

Ｑ　契約後は著者は何をすればいいのですか？

Ａ　こちらからお送りする組見本をご覧いただき、誌面デザインをご確認ください。問

題がなければそこから組版が始まりますので、初校をお待ちいただき、初校にてこちら

からの疑問や御提案にお答えいただきます。その後は再校で同じ作業があります。その

他、再校が出るころに装丁デザインも御提案差し上げます。イメージをお知らせいただ

いたり、好みの色合い、希望すること、表紙カバーに載せる要素の選択などご一緒にし

ていただきます。

Ｑ　途中でキャンセルするとしたらキャンセル料はおいくらですか？

Ａ　契約成立してから初校出しまでの間ですと御見積の半額、初校が出た後は御見積金

額の60％、その後につきましては全額のキャンセル料となります。

Ｑ　外国語の出版はできますか？

Ａ　システムの都合上、言語によっては対象外になることもありますので、事前にご相

談ください。

Ｑ　どこまで早く出版が可能ですか？

Ａ　文字組版のみ、表紙カバーも特に凝ったデザインなし、印刷製本も簡易…という最

低限の状況ですと1カ月半前後です。ただ、作品の質や原稿内容、状況によって大差

がありますので、全てがこの限りではありません。事前にご相談ください。

Ｑ　他社と相見積もりで依頼することはできますか？

Ａ　大丈夫です。契約前でしたら相見積もり等で納得くまでご検討ください。

Ｑ　納品先が複数でも細かく対応してもらえますか？

Ａ　発送先のデータをいただければ、個別発送も可能です（資材・発送費用等は別途か

かります）。また、ご自身で個別発送されるときの資材調達などにつきましても承って

おりますのでご相談ください。
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Ｑ　できあがった作品のデータはもらえますか？

Ａ　pdf ファイル形式の物でしたらお渡しできます（実際のデータ制作はAdobe 社の

InDesign を使用しております。InDesign データをご要望の際はその旨お知らせくだ

さい）。

Ｑ　本のチラシや献本などの際の謹呈紙・しおりなど、付属品もつくってもらえますか？

Ａ　はい。付属品もデザインから制作までお任せ下さい（本体とは別料金）。

Ｑ　複数冊つくると割引はありますか？

Ａ　あります。割引率は回数その他の条件により異なります。

Ｑ　発行後、売り切れた場合、増刷をお願いするなどのことはできますか？

Ａ　はい、できます。料金等につきましてはご相談ください。

Ｑ　農文協で販売できますか？

Ａ　農文協発行の書籍としての販売はできません。ただ、農文協の審査を経て、ルーラ

ルブックスとして農文協から発売するという可能性はあります。また、東京・千代田区

神保町にある農文協の直営の書店で取り扱うことも可能です（これも作品の内容により

ますのですべての作品が該当するということではありません）。

Ｑ　販路の紹介や相談にはのってもらえますか？

Ａ　はい。直接販売は弊社ではお取り扱いしておりませんが、そういったルートに関す

る情報はご提供差し上げます。ISBN取得のお手伝いもいたします。
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■�青山一丁目駅・赤坂駅からは徒歩で約10分、赤坂見附駅からは13分程度です（どの駅からも少々

きつい坂を通ります）。

■タクシーをお使いの場合

　・青山一丁目・赤坂見附駅から

　　青山通り→コロンビア通り→最初の信号で右折→リキマンション手前下車

　・赤坂駅から

　　赤坂通り→赤坂五丁目交番→コロンビア通り→パークコート前の信号を左折→リキマンション手

　　前下車
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山脇学園
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（赤坂サカス）
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通り

至・渋谷

至・乃木坂

地下鉄千代田線
赤坂駅出口7

地下鉄半蔵門線

青山一丁目駅

銀座線
大江戸線

出口4北

地下鉄丸の内線

赤坂見附駅
銀座線

出口10

赤坂郵便局
高橋是清翁記念公園

カナダ
大使館

草月会館

ドイツ
文化会館

農文協

赤坂
ガーデンシティ

ソニー
コンピュータ
エンターティメント 赤坂

支所

パークコート赤坂

リキマンション

TBS

卍
The B

 Akasaka

パーク
ビルディング

歩道橋

一ツ木
公園

赤坂五丁目交番

ラグジュアリーヒルズ 2F
（株）農文協プロダクション

ACCESS MAP

　〒107-0052　東京都港区赤坂7-5-17　ラグジュアリーヒルズ7517　2F
　　　　　　　　　TEL；03-3584-0416　　FAX；03-3584-0485　　E-Mail：jihi@sinseisaku.co.jp

　　　　　　　　　http://www.nbkpro.jp　　http://jihiblog.nbkpro.jp
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（株）農文協プロダクション外観


