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　広告データ作成アプリケーションおよびバージョン

　広告サイズ と 入稿スケジュール

　完全データ入稿形式

■入稿に必要なもの
　①完全原稿データ

〇 レイアウトデータ： Adobe Illustrator EPS（ver.8.0.1～ CS6）
　〇 配置（リンク）画像データ： EPS もしくは TIFF
　※ N-PDF入稿に際しては、「N-PDF版」広告制作ガイドをご参照ください。
　 ※使用しない不要なファイルは、入稿データから削除してください。

　②最終校了データの出力見本
　 PostScript 対応のプリンタで原寸出力したものを出力見本として添付してください。
　 ※メール入稿の際は、最終校了データのPDFを添付してください。

　③入稿仕様確認書
　 本ガイドに付属する仕様書の項目を記入・確認いただき、入稿データに添えてください。

■送稿方法
　①CD-R、USBメモリ　　②メール入稿
　 ※メール入稿の詳細につきましては、各営業担当者にお問い合わせください。
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Adobe Illustrator ver.8.0.1～ CS6
※ Adobe社よりパッチ（バージョンアップ）が配布されているものは必ずアップデートしてください。
※ CS5以降に実装された新機能には、弊紙 RIPでは対応していないものがあります。新機能使用部分を分割・拡張してご入稿ください。

※年末年始や盆休み、その他祝日などの関係で入稿日が変更になる場合があります。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

Adobe、Adobe® Illustrator®、および Adobe® Photoshop® は、Adobe SystemsIncorporated（アドビ システムズ社）の商標です。

［フルカラー広告］発行日の11日前（月曜日）
［1色付加広告（住まいる・WORK・クーポン倶楽部）］発行日の8日前（木曜日）

完全データ入稿締め切り



　レイアウトデータの作成 　Adobe Illsutrator

■レイアウトデータのファイル名
　掲載号（月日を4桁数字表記） ＋ 広告主名（広告内容） ＋ サイズ
　 例）4 月16 日号掲載の「リック不動産」3 段 1/2（半 3 段）サイズの場合
　　　0416リック不動産 3d2.eps
　 ※文字化けの原因となりますので、「_（アンダーバー）」と拡張子直前の「.（ピリオド）」を除いて記号や環境依存文字を使用しないでください。

■制作を始める前に
　〇［アートボード］サイズを原稿サイズに設定
　〇透明品質（画質）設定
　 「ドキュメント（書類）設定」から透明プリセット〈高解像度（高画質）〉を選択。

　〇ラスタライズ効果設定
　 「ドキュメントのラスタライズ効果設定」で〈高解像度（300ppi）〉を選択。

　〇書類設定
　 「出力解像度（アウトプット）」を〈1200dpi〉に、「プリンタの初期設定値を使う」をON にしてください。

■カラーモード
　〇CMYK（プロセスカラー） もしくは グレースケール
　 ※カラー広告、モノクロ広告ともに RGB および特色（カスタムカラー）の使用はできません。

■インキ総量
　〇使用色のインキ総量（CMYK の合計値） が 240％以下となるよう調整してください

■線オブジェクト
　 線幅 0.15 ポイント（0.05mm）以上の線属性で作成

■配置（リンク）画像
　〇CMYK および グレースケール画像： 実質解像度200～300ppiのEPS もしくは TIFF
　〇モノクロ2値（モノクロ 2階調）      ： 実質解像度900～1200ppiのTIFF
　 画像は拡大縮小率70～150% 程度で配置し、レイアウト時の実質解像度が規定値内となるよう調整してください。
　 配置画像は埋め込みせず、「リンク」の状態とします。
　 また、Illustrator EPS 保存の際には「配置した画像を含む」を必ずON にしてください。

　〈実質解像度の目安〉 ＝ 「データ解像度（ppi）」 ÷ 「レイアウトした際の拡大縮小率（%）」 × 100

　 ※ 2次元コードは必ず Illustrator のベクターデータ、もしくはモノクロ2値のTIFF（無圧縮）データとしてください。
　 ※ 配置済みの画像データに、後からPhotoshopで（解像度やサイズの調整など）編集を加えた際、編集内容がレイアウトデータ上に
　　 反映されない場合があります。画像を保存した後にIllustrator で「リンクの更新」を行ってください。

■広告範囲
　 すべての広告は罫線で囲むか、色を敷くなどしてその範囲を明確に区別する必要があります。
　 広告を罫線で囲む場合、必ず罫線幅の外側が広告サイズに収まるよう作成してください。
　 ※レイアウトデータにトリムマーク（トンボ）は不要です。入稿の際は削除してください。

■入稿用 EPS 作成時の注意事項
　〇フォントはすべてアウトライン化し、空のテキストポイントやテキストパスは削除

　〇パターンは必ず分割してください
　 ※パターン内に画像データが使用されている場合、通常の配置画像と同様にデータチェックの対象となります。
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ver.10以前



　配置画像データの作成 　Adobe Photoshop

■画像データの保存形式
　〇EPS もしくは TIFF（無圧縮）形式のみ
　× PSD、JPEG、PNG、GIFなど上記以外のフォーマットは使用できません
　 EPS のエンコーディングは「バイナリ」または、「JPEG- 最高画質（低圧縮率）」としてください。
　 ※二次元コードは必ず Illustrator のベクターデータ、もしくはモノクロ 2 値の TIFF（無圧縮）データとしてください。

■画像解像度とカラーモード
　〇CMYK および グレースケール画像： 実質解像度200～300ppi
　〇モノクロ2値（モノクロ 2階調）      ： 実質解像度900～1200ppi
　 ※ RGB、インデックス、ダブルトーンなど上記以外のカラーモードは使用はできません。

■インキ総量と色調補正について
　〇インキ総量（CMYKの合計値）：240％以下
　Photoshop では、RGB モードで画像の補正・調整を終えた後、カラー設定を「日本 - 新聞用」と設定してCMYKに変換するか、　
　プロファイル「Japan Color 2002 Newspaper」を選択してCMYKに変換することでも、インキ総量 240% に合わせて
　調整することができます。
　※高速新聞輪転印刷でインキの総使用量が一定以上増えた場合には、画面上ではきれいに見えていても印刷において再現できず、色の濁りや
　　にじみなど刷り上がりの不良につながることがあります。
　　また、一般商業印刷に比べ特に中間色においてドットゲイン量が多いことから、やや彩度を高く、トーンカーブを明るめに色調補正することを
　　お勧めします。

■画像保存時の注意
　 「ハーフトーンスクリーン」「トランスファ関数の埋め込み」「ポストスクリプトカラー管理」など
　 EPS保存時のオプションは、すべてOFFにしてください。

　レイアウトデータの作成 　Adobe Illsutrator

　〇オーバープリント
　 オーバープリントはスミベタ（K100%）オブジェクトに限り使用できます。
　 ※色網オブジェクトに透かし効果を求める場合は、オーバープリント設定ではなく、透明効果の「乗算」機能を使用してください。
　 ※白色のオブジェクトにオーバープリントを指定すると、そのオブジェクトは印刷されません。

　〇透明効果
　 光彩やシャドウなど「透明効果」を使用の際は、「分割・統合プレビュー」等で広告枠外に効果がはみ出していないか確認し
　 必要に応じてマスク処理を行ってください。

　〇 EPS形式
　 完成したレイアウトデータは、以下の設定にならい Illustrator EPS形式で保存して、ご入稿ください。

［互換性］：作成したバージョンを選択
［配置した画像を含む］：ON
［サムネールを作成］： ON
［日本語のファイル形式を使う］：ON
［フォントデータを含む］：ON
［CMYKポストスクリプト］：OFF
［ポストスクリプト］： 3
［プレビュー］： 〈8bit（256 色）〉を選択

［バージョン］：作成したバージョンを選択
［プレビュー］： Machintosh（もしくはTIFF）〈8bit カラー〉を選択
［オーバープリント］： 〈保持〉
［透明プリセット］： 〈高解像度〉
［他のアプリケーション用にフォントを埋め込む］：ON
［配置した画像を含む］：ON
［サムネールを作成］： ON
［CMYK PostScript を RGBファイル に含む］： OFF
［コンパチブルグラデーション & グラデーションメッシュプリント］： OFF
［プリンタの初期設定値を使用］：ON（選択不可）
［Adobe PostScript］：3
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　よくあるトラブル例 図解
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　入稿仕様確認書

K100％にのみ設定できます。

.eps
使用色（画像データを含む）の
インキ総量は240％以下ですか？

パターンは分割しましたか？
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