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はじめに

岩手日報社広告局

当社は平成１６年４月１日より、広告原稿を総てデータでの入稿に切り替えておりますが、原稿を製

作する際には、広告原稿を製作される皆様の製作環境と、当社の機器環境を統一する必要があり、ど

ちらにとりましても新たな負担となることも考えられますので、当社といたしましては、イラストレ

ーターで製作してアウトラインを取っていただく方法を採用いたしました。

また、製作についての基本的なルール等につきましては、このデータ入稿ガイドにまとめてありま

すので是非ご活用下さい。

なお平成１６年４月から、機構改革により広告編成部が分割され、広告編成部と広告制作部になりま

した。ご連絡の際には広告制作部の方へお願い致します。
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Macintoshデータのみ。（Windowsデータは受付けられません）

■プラットホーム

■一般的な留意事項

1．当システムのRIPにはフォントを搭載しておりません。
したがってフォントは全てアウトライン化してください。

2．Illustratorの1ファイルでの入稿も可能です。その際、配置
画像がある場合は画像を埋め込むか、保存時に「配置した画
像を含む」にチェックを入れてください。（＊1）

3．Single EPSファイル形式のオプションでJPEG圧縮した画像も使用で
きます。その際、【最高画質（低圧縮率）】以外は使用できません。（＊2）

4．Illustratorでは和文アウトラインフォントを、EPSファイル
に埋め込まないでください。（＊3-1・3-2）

5．Quark XPressに張り込んでの入稿はできません。必ず
Illustratorで、EPS保存したものに限ります。

6．墨文字に「レジストレーション」指定しないでください。「ブラ
ック」或いは「C＝0％、M＝0％、Y＝0％、K＝100％」を指
定してください。

7．データにはトンボ、注釈、アウトライン化前のフォント等、余
分なデータを入れないでください。

8．スキャン画像の背景等「白のエリア」は完全な白でない限り、
網点が残ることがあります。それが好ましくない場合はパス
で切り抜く等の処理をしてください。

9．パンフレット、チラシ等の印刷物を原稿としてスキャンする
場合、モアレが発生する可能性が高くなりますので特に注意
して下さい。
※当社の最終出力解像度は909dpiです

10．原稿データ全体に掛けるグラデーションはできるだけ使用
しないでください。現在の当社システムではバンディング
（縞）および始点の境目がハッキリと出ることがあります。

11．Photoshopで文字をグレースケールで保存したものは、文
字にアミが入ったりジャギーが出たりします。特に小さい
文字などは気を付けてください。

＊1（図はIllustrator 8.0Jのダイアログです。）

＊2（図はPhotoshop 5.0Jのダイアログです。）

＊3-1（図はIllustrator 5.5Jのダイアログです。）

＊3-2（図はIllustrator 8.0Jのダイアログです。）
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バウンディングボックスとは、EPSデータのデータサイズです。例えば、IIIustratorでA4書類の中に10㎝の矩形を
作成します。それをEPS保存すると書類設定したA4サイズとはならず、10㎝の矩形がデータサイズとなります。
従って、広告データの外側に不要なデータがある場合には、不要なデータまでも含めたサイズが広告サイズと判断され
ます。外側の囲み罫がない広告等の場合には、広告の内側までが広告サイズと判断されますので注意してください。

※EPSデータの作成では作成サイズに注意し、広告以外の不要なデータは厳禁とします。（レジスターマーク、孤立点
に注意しましょう。）

●広告サイズ
製作サイズは広告規定サイズとします。広告規定サイズについては13ページを参考にしてください。
囲み罫の無い広告の場合には、最下層に広告規定サイズに合わせた白または透明色の矩形を配置してください。（バウ
ンディングボックスは規定サイズとします。）

■ BoundingBox バウンディング ボックス

【良い例】
バウンディングボックスが正常な広告データです。
囲み罫までを広告データと認識し、広告の外側に空白や孤立点、
不要なオブジェクトはありません。

【悪い例】
レジスターマークが有る為に、バウンディングボックスが実際
の広告よりも大きくなったデータです。
このデータの場合には、広告の外側のレジスターマークまで新
聞紙面に掲載されることになります。
従って実際の広告よりも小さなサイズの広告となってしまいま
す。

【悪い例】
不要なオブジェクトが有り、バウンディングボックスが実際の
広告より大きなデータです。
不要なオブジェクトまで抽出するため変倍がかかってしまいま
す。

バウンディングボックスの確認方法
製作したデータのバウンディングボックスが正しく設定されて
いるか簡単に確認する方法です。
右の例は、作成したEPSデータをIllustrator上に配置したもの
です。この様に作成したデータをEPSのままIllustratorや
QuarkXpressに配置する事により、バウンディングボックスの
確認が行えます。
配置されたイメージの周りに、不要な余白はないか、広告イメ
ージが切れて配置されてないかなど、簡単に確認できます。こ
の方法を参考にしてください。
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■ BoundingBox バウンディング ボックス

囲み罫のない広告の場合
囲み罫のない広告は、製作した実際のデータ範囲がバウンディ
ングボックスとなる為、広告は拡大されて掲載されます。
この拡大や変倍を防ぐには、広告規定サイズに合わせた白や透
明の四角形をバックに配置する必要があります。

異なるサイズで入稿した場合
EPSデータは、拡大縮小・変形が自由に行えるという特徴があ
ります。規定サイズと異なる場合には、自動的に規定サイズに
変更され、制作者の意図とは異なったイメージで掲載される可
能性があります。
製作サイズが小さな広告・大きな広告は、バウンディングボッ
クスのサイズが掲載サイズに拡縮されます。場合によっては変
倍されます。これを防ぐには、制作サイズを広告規定サイズに
合わせて製作する必要があります。

拡大される

■使用可能アプリケーション及びバージョン

入稿データは以下のアプリケーション及びバージョン
のみ受付けます。
・Adobe Illustrator CS3以下
・Adobe Photoshop CS3以下

各アプリケーション共、上記バージョン以外では正しく出力さ
れないか或いは出力エラーとなります。
【互換性】
IllustratorでEPS保存する際、必ず製作したlllustratorのバ
ージョンと同じバージョンで保存してください。

■個々のアプリケーション ― Adobe Illustrator 編

1．表現できる階調数は256階調です。Illustratorのブレンドで
256階調以上のステップ数を設定しても効果はありません。

2．Illustratorで「線の属性」が定義されている開図形（幅なし
ストローク）に塗りの定義をしないでください。（＊6-1・6-2）

テキスト孤立点、未入力テキストボックスに注意！
3．Illustratorで文字を入力する際、テキストツールでクリック
またはドラッグした部分に何も入力しないと、孤立点、或い
はテキストボックスのみが残ります。この孤立点、テキスト
ボックスにはその時点のフォント属性のみが残ることになり
ます。必ず消去してください。

＊6-1（図はIllustrator 5.5J
のパレットです。）

＊6-2（図はIllustrator 7.0.1J、
8.0Jのパレットです。）

目　　次
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■個々のアプリケーション ― Adobe Illustrator 編

■Illustrator 5.0J、5.5Jでの処理方法
テキスト孤立点、未入力テキストボックス共、選択できる機能
はありません。「画面」＞「アートワーク」モードを選択して手
動で削除してください。

■Illustrator 7.0.1J、8.0Jでの処理方法
テキスト孤立点の場合、「編集」＞「選択」＞「孤立点」で選択し
て削除してください。（＊7）
未入力テキストボックスの場合、「オブジェクト」＞「パス」＞
「パスの削除」で「空のテキストパス」にチェックを入れOKを
クリックして削除してください。（＊8-1・8-2）

■配置画像に関する注意点
配置された画像を差し替えた場合には、再度画像の配置処理
を行って下さい。同名で上書き処理しても画像が差し替えら
れず、リンク切れとなる場合があります。
また配置された画像のある他のデータを、コピー＆ペースト
等で流用する場合にもリンク切れの可能性がありますので、
再配置してください。

■囲み罫
囲み罫の基準線から外側にはみ出した部分は、原稿サイズよ
り大きくなります。
枠線の線幅に合わせて調整してください。

＊7（図はIllustrator 7.0.1J、
8.0Jのプルダウンメニュー
です。）

＊8-1（図はIllustrator 7.0.1J、
8.0Jのプルダウンメニュ
ーです。）

＊8-2（図はIllustrator 7.0.1J、8.0Jのダイア
ログです。）

■プレビュー
8-bit（256）Macintosh
■オプション
◎画像を配置した場合は、必ず「配置した画像を含む」にチ
ェック
◎「CMYKポストスクリプト」は常時チェック
◎ポストスクリプトはレベル3まで対応

■書類設定
書類設定のオプション「プリンタの初期設定値を使う」に必
ずチェックを入れてください。
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■個々のアプリケーション ― Adobe Photoshop 編

1．データ保存時のファイル形式は「EPS」或いは「TIFF」形式
で保存してください。

2．TIFFフォーマットで保存する場合、「アルファ・チャンネル」
は含めないでください。

3．TIFFフォーマットで保存する場合、「TIFFオプション」ダイア
ログの「バイトデータの順序」は「Macintosh」を選択して
ください。
「LZW」（圧縮）は選択しないでください。（＊9）

4．1bitの画像をEPS保存する場合、背景を「透明」にしてくだ
さい。（＊10）

5．画像データをEPS保存する場合「トランスファー関数」など
のオプションのチェックボックスにチェックを入れないでく
ださい。出力結果に反映されます。（＊11）

6．グレースケールの画像を白黒二階調に変換するとジャギー
が目立ちますのでグレースケールのまま使用ください。

7．画像データはあらかじめ使う大きさに合わせておいて下さ
い。（原寸サイズ） 画像全体が大きい場合はトリミングな
どの処理をし、シンプルで軽いデータにしてください。

8．ニ値画像にジャギーなどが発生する際は、解像度を909dpi
にしておくと良いでしょう。

＊9（図はPhotoshop 5.0Jのダイアログです。）

＊10（図はPhotoshop 5.0Jのダイアログです。）

＊11（図はPhotoshop 5.0Jのダイアログです。）

■個々のアプリケーション ― Adobe Illustrator 編

■マスク処理について
マスク処理をする際はマスクの枠がバウンディングボックス
からはみ出さないようにしてください。

Photoshop上でクリッピングパスをかけた場合、まわりの
画像がバウンディングボックスからはみ出すものは必ずマス
ク処理をしてください。
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■カラーに関して

1．DCSファイル（C・M・Y・Kに分版したPhotoshopファイル）
は使用出来ません。必ずSingleファイルで入稿してくださ
い。

2．当社システムでは、
●色の重なり部分はC・M・Y・K＝各60％。インキの総使
用量の制限＝240％を目安にPhotoshopのカラー設定
をしてください。（Photoshop上の ※「情報」で各色の
を確認してください）
●ドットゲイン：40％

【参考】
Photoshop5.0J以降のUCRの設定は右図を参考にしてくださ
い。
編集 → カラー設定 → CMYK →「カスタムCMYK」

■モノクロ広告（スミ版1色）
モノクロ広告はスミ版1色で作成し、写真データも必ずグレ
ースケールにしてください。

■フルカラー広告（CMYK4色）
カラー広告はCMYK4色で作成し、写真データはCMYKカラ
ーまたはグレースケールを使用してください。
RGB、Labカラーは使用できません。EPSチェッカーでのチ
ェックをお願いします。

■単色（スミ版＋特色）
〈スポット面〉
データ上では特色を全て「C版」に置き換えて作成してくだ
さい。その際他のM・Y色が残らないように注意してくださ
い。

〈フルカラー面〉
K色以外、CMYいずれか2色まで使用可。
かけ合わせの色を特色とし、色の濃淡は各色同比率で増減す
る。

［例］（MYK3色使用の場合）
M100％＋Y80％をかけ合わせの特色とした場合、薄く
なる部分は同比率で色を減らす
※K色は、特色に混ぜることが可能。

※

かけ合わせの特色 
M100%＋Y80%

M50%＋Y40% M30%＋Y24%
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■データ入稿時のチェック

1．入稿データのチェック ―フォント

■Illustrator 5.0J、5.5Jでの使用フォント確認方法
「フィルタ」＞「情報」＞「ドキュメント情報」ダイアログを表示
し、情報表示で「フォント」を選択して確認してください。
（＊14-1）

■Illustrator 7.0.1J、8.0Jでの使用フォント確認方法
「ファイル」＞「書類情報」ダイアログを表示し、「情報」で「フ
ォント」或いは「フォントの詳細」を選択して確認してくださ
い。（＊15-1）
（注：Illustrator 10.0J形式以降のファイルは処理できませ
ん。「使用可能アプリケーション及びバージョンについて」参照
してください。）

2．入稿データのチェック ―孤立点

■Illustrator 孤立点確認方法は4ページを参考にしてくださ
い。

3．入稿データのチェック ― 貼付け画像

■Illustrator 5.0J、5.5Jの配置画像確認方法
「フィルタ」＞「情報」＞「ドキュメント情報」ダイアログを表示
し、情報表示で「配置ファイル」を選択して確認してください。
（＊17-1）

■Illustrator 7.0.1J、8.0Jの使用画像確認方法
「ファイル」＞「書類情報」ダイアログを表示し、「情報」で「リ
ンクされた画像」或いは「埋め込まれた画像」を選択して確認
してください。（＊18-1）

4．入稿データのチェック ―フォントサイズ

■本文は9級（6ポイント）以上の大きさで使用してください。

5．入稿データのチェック ―ベタ領域

■スミベタは広告全体の3分の1まで。アミかけ部分

のアミの濃さは最高で85％まで。

＊14-1（図はIllustrator 5.5Jのダイアログです。）

＊15-1（図はIllustrator 7.0.1J、8.0Jのダイアログです。）

＊17-1（図はIllustrator 5.5Jのダイアログです。）

＊18-1（図はIllustrator 7.0.1J、8.0Jのダイアログです。）
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■入稿方法と入稿伝票

入稿方法
■メディア
マックフォーマット3.5インチMOディスク（128・230・
640MB）。CD-R

■単色刷りの色及び色量指定
単色刷りの色及び色量指定は掲載日の1週間前までの指定を
厳守願います　

■入稿締切り
モノクロ＝掲載日の2日前、午前中までに入稿してください。

（土・日・祝日を含まない）

フルカラー＝掲載日の3日前、午前中までに入稿してくださ
い。
（単色含む）（土・日・祝日を含まない）

■添付プリント
データ入稿時にはカラーはカラーで、モノクロはモノクロで必
ずPostscriptプリンターより出力したプリントを2枚添付して
ください。
注意：Postscriptプリンターで出力できないデータは、当社
では処理できません。

当社では不備、不完全データの訂正は行いません。
不備、不完全のデータは制作会社或いは制作者へ返
却します。

入稿伝票
入稿伝票はこのガイドに添付してあるものをコピーして、MO
やCDの入稿時にケースに入れてお使いください。
記入もれや不添付の場合データを返却する場合があります。

企画物
企画物に関しての入稿方法に変更がある場合は、その都度担
当者からご連絡致します。

■お問い合わせ

■本ガイド及びデータ入稿に関するお問い合わせは
岩手日報社 広告局広告制作部
1019-653-4111 内線：2158
までお願い致します。

taku


taku


taku


taku


IWNP365
長方形

IWNP365
タイプライターテキスト
岩手日報社 広告事業局広告編成部

IWNP365
長方形

IWNP365
新規スタンプ






