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●入稿方法

◇入稿データ (MO、CD-R、DVD-R)
◇入稿管理票(当ガイド最終ページをコピーしてください)
◇出力見本ゲラ(モノクロ原稿は２枚、カラー原稿は５枚)

●データ形式

◇ Illustratorで作成されたEPSファイル(AIファイルは不可)
文字サイズは８ポイント以上(ルビ、地図等は５ポイント以上)でアウトライン化
して入稿してください。

当ガイドの設定・注意点を守っていただければIllustratorのバージョンは問い
ません。制作したバージョンで保存してください。
下位バージョンで保存した場合表示が乱れることがあります。

◇写真はPhotoshopのEPS形式(ロゴはTIFF形式)で埋め込んでください。
解像度はカラー、モノクロとも２００dpi前後で制作してください。
Jpeg形式の写真はEPS形式に変更して使用して下さい。

◇スポットカラーについて
スポットカラーの色版はＭ版を使用してください。

◇フルカラースポットについて
フルカラースポット(略称ＦＳ)とは特色インキを使わず、プロセスインキを使用
してスポットカラーと同様の表示をする方法です。
この場合は表示したい色に合わせてＣＭＹ版を掛け合わせて使用します。

●入稿メディア

◇入稿できるメディアは以下の通りです
ＭＯ 640ＭＢまでのＭａｃフォーマット(Ｗｉｎフォーマットも可、ギガＭＯは不可)
ＣＤ-Ｒ、ＤＶＤ-Ｒ 追記不可(ディスクアットワンス)で作成する

※普通に作成すると上記の状態になります(ＭａｃＷｉｎどちらでもＯＫ）

◇ＲＷメディアについて
ＲＷメディア(ＣＤ、ＤＶＤともに)の場合ＰＣの設定により、作成時に「追記可」の
状態になる場合があります。この状態だと機器により読み込めない場合があり
ます。その時は「○○-Ｒ形式で書き込む」「ディスクアットワンスで書き込む」
「ファイナライズする」「終了セッションを書き込む」を選択して作成してください。
※上記表現はＯＳ、ソフトによる違いです。作成されたものは同じになります。
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●ファイル名

◇ファイル名に「半角カタカナ」「半角特殊記号」は使用しないでください。
システムで読み込めなかったり、文字化けで判別できなくなります。
アンダースコア _ はＯＫ。ドットは拡張子の直前のみにしてください。

見本 20140301_東奥日報.eps

使用禁止文字

スラッシュ / 円マーク ¥

コロン : セミコロン ;

クエスチョン ? ﾀﾞﾌﾞﾙｸｳｫｰﾃｰｼｮﾝ “

左右アングル < > アスタリスク *

原稿の種類 ゲラの枚数 締切日

モノクロ ２枚 土日祝を除く２日前 (本社着)

ｽﾎﾟｯﾄｶﾗｰ(FS含) ５枚 土日祝を除く２日前 (本社着)

フルカラー ５枚 土日祝を除く２日前 (本社着)

●入稿データの不備について

◇当社では入稿されたデータの変更、修正作業は行いません。
不備、修正は制作サイドへ返却し、再度入稿していただくことになります。

●入稿時のゲラの枚数、締切日

◇ゲラの印刷にはPS(ポストスクリプト)プリンタを使用してください。
インクジェットプリンタではオーバープリントなどの設定が反映されない場合が
あります。
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P 003

●Illustrator原稿作成時の設定

◇「ファイル」→「ドキュメント設定」
表示された画面の「透明」部分のプリセットを[高解像度]に設定
カスタムボタンで右図になればOKです。

注 この設定は現在の原稿のみの設定です。新規に作成するとリセットされ
ますので、その都度設定してください。

※見本画面は Illustrator CS6

●Illustrator原稿保存時の設定

◇保存時のEPSオプションの設定

・バージョン 現状のバージョンで保存。
・オーバープリント 使用状況に合わせて設定
・プリセット 「高解像度」に設定
・フォント チェックを外す
・配置した画像を含む チェック可能な時はチェック
・サムネールを作成 どちらでもOK
・CMYK PostScript… チェックを外す
・コンパチブル… チェックを外す
・Adobe PostScript: 「３」を選択(レベル2も可)



※見本画面は Illustrator CS6
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Illustrator 作業の注意点

●文字のアウトライン

◇文字はすべてアウトライン処理をしてください。
文字サイズは通常８ポイント(ルビ、地図等は５ポイント)以上で作成してください。
書体、バックの状態により判別できなくなる可能性があります。

※文字の入っていない空の
テキストボックスはアウトライン
処理ができません。
右図のように
「オブジェクト」→「パス」

→「パスの削除」から
削除してください。



※見本画面は Illustrator CS6
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●広告枠のない原稿

◇広告枠のない原稿は通常下のように拡大されてしまいます。
変倍で拡大されるため縦横比が変わり品質を著しく損ないます。
広告枠のない状態での入稿は避けてください。

※デザイン上どうしても必要な場合は「トリムエリア」を使用することで作業
できます。詳しくは当社入稿窓口に問い合わせてください。

●広告枠について

◇広告は原則として枠(飾り罫含む)で囲ってください。
◇枠の太さは1mmを基準にしてください。
※0.2mm以下の罫線はかすれたり、消えたりすることがあります。
※極端に太い広告枠は網かけしてもらうことがあります。

◇枠線の外側を原稿サイズとしてください。(下図)

× ○ ○



※見本画面は Illustrator CS6
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●モノクロ、カラー原稿について

◇モノクロ原稿はすべてのオブジェクトをグレースケールにして下さい。
◇スポットカラー原稿は色版をＭ版で制作し、他はすべてグレースケールにして下さい。
※カラーオブジェクトがある部分に特色が印刷されます。

◇フルカラースポット(プロセスインキを使用した単色、略称ＦＳ)原稿は色部分をフルカ
ラーで制作し、他の部分はグレースケールにして下さい。

◇フルカラー原稿は写真も含めてＣＭＹＫで作成して下さい。ＲＧＢは不可!!

※原稿内にＲＧＢの写真が配置されている場合、ＲＩＰ処理時にＣＭＹＫに
自動変換され色調が変わってしまいます。

※ＣＭＹの合成でグレーを作成するのは避けてください。高い確率で印刷
時に「色転び」が発生します。グレースケールに変換して下さい。

◇当社のＵＣＲは２４５％です。
ＣＭＹＫ合計値２４５％以下で制作してください

●写真の解像度

◇写真の解像度はカラー、モノクロともに約200ｄｐｉで作成して下さい。
Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ上で拡大・縮小すると解像度も変わります。最終的な解像度は
「ウィンドウ」→「ドキュメント情報」で確認できます。

※解像度が高すぎても写真の品質は良く
なりません。余分なデータが間引かれ
るため色調が変わる可能性もあります。
400ｄｐｉ超の写真はリサイズして下さい。

●レイヤーについて

◇ＲＩＰ処理時のエラーを回避するためにレイヤーを以下のように修正して入稿して下
さい。

・非表示のレイヤーは削除
・レイヤーのロックを解除
・レイヤーを一つに統合する
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※見本画面は Illustrator CS6

●オーバープリントブラックについて

◇オーバープリントブラックを使用すれば
右図のような版ずれ時の余白を回避で
きます。ただし新聞輪転機の特性により
「色かぶり」現象が発生します。(下図)
下のオブジェクト(写真など)によっては
ＵＣＲをオーバーになることもあります。

◇上記のメリット、デメリットを勘案して使用してください。
※リッチブラック(Ｋ100％+ＣＭＹ○％)はメリットがありませんので使用しないで下
さい。

●オーバープリント(カラー)について

◇カラーオブジェクトにオーバープリントを使用するときは十分に注意をお願いしま
す。下図のように画面で表示されているものが見えなくなったり、色調が大きく変
わったりします。オーバープリント部分のＵＣＲオーバーにも気を付けてください。

通常表示

※素材を他からコピーしたり、作成の仕方によっては意図しな
い部分にオーバープリントが設定されることがあります。
オーバープリントプレビューで時々確認してください。
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※見本画面は Illustrator CS6

●ロゴについて

◇モノクロ２階調ロゴ
・ロゴをトレースして線画にする。
・スキャナーで取り込み、２階調ＴＩＦＦ(1200dpi)で埋め込む。

◇カラーロゴ(グレー多階調ロゴ含む)
・必ずトレースして線画で作成して下さい。
・スキャンデータでは写真と同じ処理になるため100線(200dpi)まで
画像が劣化してしまいます。

↓

ト
レ
ー
ス
処
理

↓

ス
キ
ャ
ン
処
理

例
○＝Ｋ100％
東＝Ｃ100％+Ｍ50％

●ＱＲコードについて

◇ＱＲコードはトレースして線画にするか、２階調ＴＩＦＦ(1200dpi)で埋め込む
ようお願いします。(推奨)
グレースケールの場合輪郭が滲むため大きめの画像で埋め込んで下さい。

カラー写真としてＱＲコード作成しないで下さい。
版ずれが発生した場合読み込みができなくなることがあります。
最低でもグレースケールにして下さい。

トレース
２階調ＴＩＦＦ グレースケール カラー カラー+版ずれ
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※見本画面は Illustrator CS6

●ブラシ、シンボル、ブレンドについて

◇ブラシ、シンボル、ブレンドで描画されたものはＲＩＰ時にエラーになる可能性
があります。「分割・拡張」「アピアランスを分割」「透明部分を分割・統合」を
使用してオブジェクトに変更してください。

●スウォッチについて

◇ＲＩＰ処理で発生するエラーの大半がスウォッチ関係です。なるべくなら使用し
ないようお願いします。

・登録されている特色カラー(ＤＩＣなど)
プロセスカラーに変更して使用して下さい。

・パターンおよびグラデーションパターン(ユーザーが作成したものも含む)
ほぼ確実にエラーになります。
「ラスタライズ」して画像化することで使用できます。

解像度は「高解像度」を選択
背景は使用状況に合わせて「ホワ
イト」「透明」を使ってください。

●フィルタ効果の範囲について

◇ドロップシャドウなどの「効果」を使用した場合、見た目以上に効果の範囲が広がっ
ています。クリッピングマスクで原稿からはみ出す部分をカットして下さい。

「ラスタライズ」「透明部分を分割・統合」
で効果範囲を確認できます。
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※見本画面は Photoshop CS6

Photoshopでの作業

●画像の設定と保存

◇モノクロ画像はグレースケールで、カラー画像はCMYKで作成して下さい。
※RGBカラー画像は不可!! 必ずCMYKに変換して下さい。

◇保存はPhotoshop EPSでお願いします。
(モノクロ２階調ロゴはTIFF)
※Jpeg形式の画像はエラーになる可能

性がありますのでEPS変換して下さい。

・「カラープロファイルの埋め込み」は
チェックしない。

・「ハーフトンスクリーンを含める」
「トランスファー関数を含める」
「ポストスクリプトカラーマネージメント」
「画像補間方式」はチェックしない。

※２階調TIFFは画像圧縮「なし」で保存して下
さい。

●ＵＣＲ設定

◇当社のＵＣＲは ２４５％ です。

次ページのカラー設定（ＣＭＹＫ）を使用すれば、ＲＧＢ→ＣＭＹＫ変換時に当
社用ＵＣＲに設定できます。

※他のＣＭＹＫ画像を読み込んだ場合は反映されません。
あくまでもＵＣＲ設定の調整のみです。カラーの色調については別途配
布されたカラーチャートを参考にして下さい。
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※見本画面は Photoshop CS6

●カラー設定

※以下のカラー設定は①写真をスキャンする②ＲGＢ写真データをＣＭＹＫに変換
する―場合に反映されます。上記の作業をＰｈｏｔｏｓｈｏｐ上で行わないのであれ
ば設定の必要はありません。

1、「編集」→「カラー設定」を選択

2、作業用スペース→ＣＭＹＫをクリック

3、表示されたリストから
カスタムＣＭＹＫを選択

4、インキの色特性を
ＳＷＯＰ(新聞紙）にする

5、ドットゲインをカーブに

6、新たに表示された画面で
「すべて同じ」をチェック
50％の部分を80％に設定
「ＯＫ」ボタンで画面を閉じる

7、色分解の種類でＵＣＲをチェック

8、黒インキの制限を70％に
インキ総使用量の制限を245％に設定

9、任意の保存名を付けて終了

この設定は当社独自の設定です。
他の媒体では別の指示された設定を使用し
て下さい。

この設定は保存、読み出しができますので、
作業するときに読み込んで使用して下さい。
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●画像の解像度と埋め込み

◇解像度はカラー、モノクロともに200dpi前後で作成して下さい。
Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ上での拡大・縮小が大きい場合はＰｈｏｔｏｓｈｏｐでリサイズして下さい。

◇入稿データには必ず画像を埋め込んで下さい。
リンクのままだと「画像が表示されない」ことがあります。
※Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ保存時に「配置した画像を含む」で回避可能です

◇レイヤーを統合した状態で埋め込んで下さい。

◇マスク処理された範囲が極端に大きいと不必要にデータが重くなります。
Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ上でリサイズしてからマスク処理して下さい。

●モノクロ画像

◇グレースケールで保存して下さい。(モノクロ２階調ロゴはＴＩＦＦ)
カラー原稿の中のモノクロ写真がＣＭＹＫ合成で作成されていると、「色転び」が
発生し、青み(赤み）がかった状態になります。

◇０％～10％、80％～100％の領域を減らす
０％～10％は“とび”、 80％～100％は“つぶれ”が発生し、階調がなくなってし
まいます。上記領域が多いときは補正して下さい。

◇明るめに仕上げる
新聞印刷は商業印刷に比べドットゲインが大きく、また紙も純白ではないため写
真等は暗く表示されます。明るめに仕上げて、シャープネスをかけて下さい。

◇印刷物をスキャンして使用しない
印刷物をスキャンして原稿に使用した場合、程度に差はあるもののほぼ確実に
「モアレ」が発生します。
モアレを完全に除去することは不可能なので、印刷物のスキャンは原稿に使用
しないで下さい。
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●カラー画像

◇ＣＭＹＫで保存して下さい。ＲＧＢは不可!!

◇明るめに仕上げる
新聞印刷は商業印刷に比べでドットゲインが大きく、紙の地色もあり暗く印刷さ
れます。明るめに仕上げて下さい。ＣＭＹＫの中でもＫインキのドットゲインが一
番大きいため、できるだけＫチャンネルを抑え、他のチャンネルを上げるよう補
正して下さい。

◇ＵＣＲは245％
ＣＭＹＫの合計が245％を超えると“色にじみ”が発生しやすくなり、品質を損な
います。245％を超えないよう補正して下さい。

◇カラー設定でＲＧＢ→ＣＭＹＫ変換
P 010で設定したカラー設定を読み込みＲＧＢ→ＣＭＹＫ変換を行って下さい。
ＵＣＲ245％以下、Ｋチャンネルを抑えた変換が行われます。

ＲＧＢ画像 ＣＭＹＫ画像 (Ｋチャンネル)

※この変換はＵＣＲを最適化するだけです。色調の調整はカラーチャートなどを
参考に別途調整して下さい。

※上記写真の顔の部分はＫチャンネルで「白とび」している状態でＯＫです。
顔の部分がグレーになっている場合“かぶった”状態で印刷されます。
カラー調整の目安にして下さい。
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●カラー調整

◇現在皆様がお使いのモニタ、インクジェットプリンタ、レーザープリンタでは新聞
印刷されたイメージを正確に表現することは不可能です。
(当社用に機器を調整し、定期的に調整を繰り返す必要があり、コスト的にも現
実的ではありません)

◇別途配布されたカラーチャートを参考に、数値データを調整するのが一番確か
な方法です。

◇印刷イメージを確認したい場合は、当社の印刷をシミュレートしたプリントが出力
できます(カラープルーフ)ので営業局まで相談ください。

※カラープルーフで確認後修正するのであれば掲載日の数日前にはデータを
持ち込んでもらう必要があります。スケジュールは営業局と調整して下さい。

●カラーチャート

◇当社ではカラー調整の参考になるようカラーチャートを配布しております。
ご希望の方は東奥日報社営業局営業管理部までご連絡ください。

電話番号 017-739-1184
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