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■ データ作成
EPS入稿データは、日本広告業協会発行の
　｢新聞広告デジタル制作･送稿ガイドver.2.0｣に準じて制作してください。
PDF入稿データは、日本広告業協会発行の
　｢新聞広告デジタル制作ガイド N-PDF ver.1.2｣に準じて制作してください。
※ガイドは　https://www.jaaa.ne.jp/2012/06/n_pdf/　からダウンロードできます

■ 制作環境
Adobe Photoshop CC2014～CS（CS3以降を推奨します）
Adobe Illustrator CC2014～CS（CS3以降を推奨します）
※アプリケーションについてはメーカーよりアップデータが配布されている場合があります。
　必ず最新バージョンにアップデートして製作してください。

■ 入稿データのフォーマット
①Illustrator EPS形式……………入稿前にEPSチェッカーでエラーの有無を確認
②PDF/X-1a(N-PDF2012)形式… 入稿前に指定のプリフライトを実施し、エラーの有無を確認

■ 使用色
①カラー原稿
　CMYK、グレースケールのみ使用。RGB、特色・スポットカラー（カスタムカラー）は使用不可。
　※インク総量は250％以下
②モノクロ原稿
　グレースケールのみ使用。CMYの色が入らないように注意してください。
　※特に「効果」メニューを使用する場合は、カラーモードで「グレー」を選択すること
　※原稿データ内に不要な版の色指定はしない
　※RGBオブジェクトに関しては、書類のカラーモードがCMYKモードの場合、アプリケーションのカラーエンジンで
　　強制的にCMYKに変換されるので、意図しない色味になる恐れがあります。ご注意ください

■ 非印刷設定
入稿データに非表示レイヤー、非印刷レイヤー、非表示オブジェクトは含めないこと。

■ ファイル名
レイアウトデータ・配置データのファイル名には、以下の文字(全角・半角とも)を使用しないようお願いします。
　 （¥）（/）（ :） （. ）（;）（*）（”）（?）（<）（>）（|）（_）（半角カタカナ）
　※文字数は、拡張子を含め31文字以内とする。

■ PostScript のバージョン
原則としてAdobe PostScript（R）3で保存する。
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データ入稿規定
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制作上の注意
[フォント]

[囲みケイ]

[不要なオブジェクトなどの削除]
　◎制作物の外側に不要なオブジェクト・文字・孤立点（不要なアンカーポイント）があると新聞社のRIPでは
　　すべてのデータがある範囲を出力するので必ずチェックして取り除く。
　◎制作物の中に孤立点がある場合も、ゴミとなって表れることがあるので削除する。
　◎ガイドラインも認識されることがあるので、削除する。
　◎不要なレイヤーや、広告原稿に含まれない注釈などは入れない。

[複雑なパス]
　◎複雑なパスや、アンカーポイントが非常に多いデータは、出力エラーを起こすことがあるので、
　　画像ファイルとして配置するか、不要なアンカーポイントを削除するなど事前に回避する。

[その他]
　◎EPSデータをEPSデータ内に再配置するネスティングを2回以上行うことは、エラーの原因となるので避ける。

　◎マスクや複合パスなどは必要最低限に留め、オブジェクトはなるべくグループ化を解除しロックもはずす。

　◎混乱した作業状況をそのままファイルに持ち込まない。同じ色で重なり合うオブジェクトは合体させたり、
　　レイアウト要素ごとに必要最低限にレイヤーを分けるか統合するなど、整理整頓されたファイルを作成する。

　◎2.5mm未満のヌキ文字、0.1mm未満の罫は使用しないでさい。本機印刷時にツブレ・カスレ・再現されないなど
　　不都合が発生する場合があります。

　◎原則として広告全体の背景色に黒ベタは使用しないでください。
　※黒ベタ部分は全体の面積の50％以下にしてください。50％以上となる場合、モノクロ原稿ではＫ版濃度を70％以下に。
　　カラー原稿ではインク総量で100％以下に（ＣＭＹは使用しない）。デザインの都合などにより、不可能な場合はご相談ください。

　◎ファイルサイズは400MB以内

　◎在版管理や入稿されたデータの修正は行っておりません。その都度、新規に入稿してください。

[入稿方法]　◎原則として北國新聞・富山新聞の広告代理店ネットワークからオンライン入稿

[締切]　◎データ入稿の締切は掲載日の2日前18：30です。
　　　　　　　 （土・日曜日、祝日は含みません。締切日は変更させていただく場合があります）

　◎フォントデータは全てアウトライン化する。
　◎フォントデータを含む孤立点は削除する。

　◎原則として囲み罫を巻いてください。
　※全面広告のみ囲み罫無しも可。その他のサイズについてはご相談ください。



広告データ製作サイズ
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1 段
天　地

新聞罫寸法 縦 514 mm × 横 385 mm

完全見開き新聞罫寸法 縦 514 mm × 横 790 mm

左　右
32 mm

2 段 66 mm

3 段 100 mm

4 段 134 mm

5 段 168 mm

6 段 203 mm

7 段 237 mm

8 段 271 mm

9 段 305 mm

10 段 339 mm

11 段 373 mm

12 段 407 mm

13 段 442 mm

14 段 476 mm

15 段 510 mm

通し 380 mm

1/2 189 mm

1/3 125 mm

1/4 95 mm

完全見開き（左右）
通し 786 mm

1/2 392 mm

1/4 195 mm

1/5 74 mm

1/6 61 mm

1/7 52 mm

1/8 46 mm

1/9 40 mm

1/10 36 mm

■ブランケット版

外枠寸法 縦 376.5 mm × 横 514 mm

1 段
天　地 左　右

32 mm

2 段 66 mm

3 段 100 mm

4 段 134 mm

5 段 168 mm

6 段 203 mm

7 段 237 mm

8 段 271 mm

9 段 305 mm

10 段 339 mm

11 段 373 mm

通し 239 mm

1/2 118 mm

1/3 79 mm

1/4 59 mm

完全見開き（左右）
通し 511 mm

1/2 254 mm

1/5 47 mm

1/6 39 mm

通し外枠 242 mm

■タブロイド版

1 段
天　地

27 mm

2 段 56 mm

3 段 85 mm

4 段 114 mm

5 段 143 mm

6 段 172 mm

7 段 201 mm

8 段 230 mm

9 段 259 mm

10 段 288 mm

11 段 317 mm

12 段 346 mm

13 段 375 mm

左　右
通し 250 mm

1/2 124 mm

完全見開き（左右）
通し 516 mm

■リビングかなざわ



新聞印刷におけるカラーの再現性

制作時の
カラーイメージ

印刷時の
カラーイメージ

CMY3色掛け合わせ時
の注意事項
北國新聞社の高精細印刷では、印刷手法が
通常の商業印刷とは異なるため、色の掛け
合せによっては再現性が異なる場合があり
ます。特に、ＣＭＹの３色のみで濃い色を
作成される場合、注意が必要です。

解決策
色の濃淡をシアン版で構成している場合
は、シアン版の一部をK版に置き換えるな
どで色彩調整すると、色変化の少ない近似
色が作れる場合があります。
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　　　　で印刷イメージ
を確認できます
色彩の変化は「広告代理店ネットワーク」
の入稿画面に表示される「PDF確認」で入
稿時に確認することができます。

㊧K版が無い濃い色は変化しやすく、

㊨K版で濃度調整されたものは変化が少ない

C70
M90
Y100
K0

C20
M60
Y70
K60

近
似
色

例

もとの色

印刷される色



Photoshop編

基本事項

保存形式

Photoshop 01

◎レイヤーは統合すること。
◎ICCプロファイルの埋め込みはしない。
◎カラーモードはカラーCMYK（8bit/チャンネル）、グレースケール（8bit/チャンネル）、モノクロ2階調を使用する。
◎画像解像度はカラー300dpi、グレースケール280dpi、モノクロ2階調1200dpi（いずれも原寸）に設定する。
◎カラー原稿のインク総量（CMYKの濃度％の合計）は250％以下に抑えてください。
◎ハーフトーンスクリーンは使用できません。

プレビュー …………………Macintosh（JPEG）

エンコーディング ………………………ASCII85

ハーフトーンスクリーン ………………… OFF

トランスファー関数 ……………………… OFF

ポストスクリプトカラーマネージメント OFF

画像圧縮 …………………………………… なし

ピクセルの順序… …………… インターリーブ

バイト順序 ………………………… Macintosh

画像ピラミッドを保存 …………………… OFF

画像データのフォーマットは、EPS、TIFF、PCD（Photoshop ネイティブ）を使用すること



カラー設定

Photoshop 02

RGB……………………………………元の RGB 画像にあわせる

CMYK …………………………………「Japan Color 2002 Newspaper」を選択

グレー ………………………………Dot Gain20%

カラーマネジメントポリシー ……全てオフにして ICC プロファイルが埋め込まれないようにしてください。

変換方式 ……………………………Adobe（ACE）

マッチング方式 ……………………知覚的または相対的な色域を維持

QRコードについて
モノクロ２階調 1200dpi または Illustrator でトレースしたデータで入稿してください。

グレースケール、CMYK は不可。掲載サイズは 1cm 四方以上を原則とする。

QR コードの周囲には 4 セル以上の余白が必要です。セルサイズの一辺は 0.35mm 以上。



illustrator編

北國新聞社

掲載：●月●日 北國新聞朝刊半5段

広告サイズの外に不要なオブジェクトを置かない

カラーモードはカラーは CMYK、モノクロはグレースケール

画像解像度は掲載実寸で 200dpi 程度を確保し、埋め込む

原稿外のはみ出し

写真・オブジェクトは

必ずクリッピング

マスク処理を行う

テキストはすべて

アウトライン化する

トンボは不要

インク総量 250％以下

アートボードサイズは広告サイズに

設定し、外周に広告罫を巻く

孤立点は消去する

基本事項

illustrator 01



原稿サイズの設定は、illustrator 内の｢アートボード｣サイズを広告サイズそのものに設定します

広告罫を｢線を内側に揃える｣で設定します

原稿サイズの設定

illustrator 02



スウォッチパレット内で右下に黒丸の付いたカラーは特色設定が生きています。

パレット内でカラータイプをプロセスカラーに変更してください。

特色とオーバープリントの破棄

広告オブジェクトを全選択し

たときに、属性パレットの塗

り・線がともにチェックマー

クが入っていないこと

EPS保存時のダイアログでオー

バープリントの項目がアクティ

ブな場合は｢破棄｣を選択する

illustrator 03



「分割・統合プレビュー」ウィンドウを開き、透明オブジェクトを確認すると、

はみ出している透明オブジェクトを検出できます。

分割・統合プレビューで「はみ出し」を確認

ドキュメントの
ラスタライズ
効果設定

モノクロ広告の場合、ラスタ

ライズ効果設定のカラーモー

ドは必ず「グレースケール」

に設定してください

illustrator 04



保存時の確認事項①

文字をすべてアウトラ

イン化した後、書式メ

ニューから「フォント

検索」ダイアログを開

き、フォントが無いこ

とを確認する。

効果メニューから「ドキュメントのラスタラ

イズ効果設定」ダイアログを開き、「高解像度」

を選択する。

※モノクロの場合は上段のカラーモードで

　グレースケールを選択する

フォント検索

ラスタライズ効果設定

illustrator 05



バージョン ……作成したバージョン

プレビュー ………………8bit カラー

オーバープリント ………………破棄

プリセット …………………高解像度

配置した画像を含む …………… ON

サムネールを作成 ……………… ON

CMYK PostScript ………………… OFF

コンパチブルグラデーション …… OFF

Adobe PostScript …………………… 3

透明の分割・統合プリセット

「高解像度」に設定

保存時の確認事項②

ドキュメント設定
▼

透明
▼

［CS～CS3］
書き出しとクリップボード

における分割・統合

［CS4］
プリセット

illustrator 06



PDF作成 編

事前準備①…設定ファイルのダウンロード
日本広告業協会 WEB サイト（https://www.jaaa.ne.jp/2012/06/n_pdf/）から

N-PDF 設定ファイル（https://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2012/03/N-PDF_ver1.1.zip）をダウンロードする。

事前準備②…AdobePDFプリセットの読み込み
ダウンロードした規定の［PDF 設定］をレイアウトアプリケーションに読み込む。

1［. 編集］メニューから［Adobe PDF プリセット］を選択する。

2［. 読み込み］ボタンをクリックし、ダウンロードした規定の

　［PDF 設定］を読み込む。

AdobePDF 01

事前準備 製作 PDF出力 プリフライト確認 入稿

新聞広告デジタル制作･送稿ガイド 検索



事前準備③…プリフライトプロファイルの取り込み
ダウンロードした規定の［カラー・単色専用、モノクロ専用プリフライトプロファイル］を、それぞれ Acrobat に取り込む。

※Acrobat8 以下は使用不可。

1［. 編集］メニューから［プリフライト］を選択する。

　（Acrobat 9 は、［アドバンスト］メニューから）

2［. オプション］メニューから［プリフライトプロファイルを取り込み］を

　選択し、規定のプリフライトプロファイルを取り込む。

AdobePDF 02

事前準備 製作 PDF出力 プリフライト確認 入稿



事前準備④…環境設定を確認

事前準備⑤
…カラー設定を確認

1［. Illustrator］メニューから［環境設定］の

　［ブラックのアピアランス］を選択する。

2. スクリーン：［すべてのブラックを正確に表示］

　を選択する。

　プリント／書き出し：［すべてのブラックを

　正確に出力］を選択する。

1［設定：］のタブで

　［Adobe® Illustrator® 5.5 をエミュレート］

　は使用しない。

2［. カラーマネジメントポリシー］の CMYK

　は［カラー値を保持（リンクされたプロ

　ファイルを無視）］を選択する。

AdobePDF 03

事前準備 製作 PDF出力 プリフライト確認 入稿



illustrator からのPDF書き出し

1.［ ファイル］メニューから［複製を保存］を選択する。

3.［ Adobe PDF を保存］パネルで［N-PDF2012 選択］を選択して［PDF を保存］をクリックする。

2.［ フォーマット］で［Adobe PDF（pdf）］を選択し、

　ファイル名と保存場所を指定して［保存］をクリックする。

※Acrobat Distiller やその他のアプリケーションからは送稿用 PDF データを作成しないこと

AdobePDF 04

事前準備 製作 PDF出力 プリフライト確認 入稿



プリフライトの実施

1.［ 編集］メニューから

　［ プリフライト］を選択する。

　（ Acrobat9 は［アドバンスト］

　 メニュー）

2.［ プリフライト］パネル内に取り込んだ規定の

　 プロファイルを選択して［解析］をクリックする。

■確認が必要なレポート：確認後、送稿可 ■エラーが検出されたレポート：送稿不可

PDFの仕上がりサイズは［情報］項目として必ず

表示されます。サイズ以外の［情報］項目を確認

後問題があればレイアウトデータに戻り修正。

レイアウトデータに戻り不備箇所を修正する。

AdobePDF 05

PDFは入稿前に必ずプリフライト
確認を行ってください！

事前準備 製作 PDF出力 プリフライト確認 入稿



●お問い合わせ…北國新聞社［広告部］ ☎076-260-3574（受付／9：30～18：00）


