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秋田魁新報社 営業局

　デジタル入稿に際しましては、広告を制作される皆さまと受け入れ側である新聞社の機器環境を

統一する必要があります。両者が新たな設備投資をすることなく速やかに対応するために、秋田魁

新報社では新たに日本新聞協会広告委員会が推奨するN-PDF形式のデータで入稿を受け付ける

ことにいたしました。暫定的にEPSデータも引き続き受け付けますが、いずれは全てのデータを

N-PDF形式に移行することになります。

　つきましては、この「デジタル広告データ入稿ガイド」を熟読されて、トラブルのない広告データ制

作にご尽力いただきますよう、お願いいたします。

　また将来、制作機器の変更、新たなアプリケーションの登場など、現在の環境では対応しきれな

い状況が訪れることは十分予想されます。秋田魁新報社は広告制作に携わる皆さまとの緊密なコミ

ュニケーションを図りながら、時代の要請に対応していく所存です。重ね重ね、よろしくお願い申し

上げます。
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●OS
Macデータを推奨しています。Windowsデータはファイル名を英数字にして入稿してください。

紙焼きやフィルムの原稿は受け付けられません。

●入稿方法
■ＣＤ－Ｒ

　 Mac OS フォーマットを推奨。Windowsはマスタ形式でフォーマットしてください。

※原稿1つにつき1メディア。必要なデータ以外は入れないでください。

　 Illustratorファイル（レイヤー統合ファイル）、配置した画像も含め同じフォルダに入れてください。

   入稿の際はポストスクリプト（PS）プリンターで出力したゲラを添付してください。

■デジタルセンド社の送稿システム

　 利用方法はデジタルセンド社にお問い合わせください。

■オンラインの各種ストレージ

　 ファイル便、ファイヤーストレージ等のオンラインストレージをご利用ください。

　 オンラインによる入稿はN-PDF形式のデータでお願いします（EPSは不可）。

■メールに添付

　 メールによる入稿もN-PDF形式のデータでお願いします（EPSは不可）。

●アプリケーションの仕様
Illustrator、Photoshop、Indesign、いずれもCS4からCCまで。

※CS3以下のバージョンにつきましては当社編成部にご相談ください。

※バグや不具合の解消のため、最新のアップデートの適用を推奨しています。

●テキスト

●お問い合わせ

●弊社では不備、不完全データの修正は行いません。
　不備、不完全データは制作会社あるいは制作者へ返却します。

●ファイル形式
N-PDF（他の形式のPDFは受け付けいたしません）またはEPS

※N-PDFに関しては日本広告業協会のサイトを参照してください。

テキストはすべてアウトライン化してください。

●データ入稿の締め切り
カラー・モノクロとも掲載日前日の午後4時（土日祝日をはさむ場合は、１営業日前の午後4時）

■本ガイド及びデータ入稿に関するお問い合わせは

　秋田魁新報社 営業局 編成部 TEL018-888-1883 までお願いします。

■入稿について

https://www.jaaa.ne.jp/2012/06/n_pdf/
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■N-PDFについて（1）

●N-PDFの設定

 下記のアドレスで圧縮ファイルをダウンロード後解凍し、 N-PDFのプリセットを設定してください。 
※下記のURLをコピーペーストまたはブラウザに入力すればダウンロードできます。
http://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2012/03/N-PDF_ver1.1.zip

Illustratorのメニューで編集から
Adobe PDFプリセットを選択し、
ダウンロードしたプリセット 
「N-PDF201207.joboptions」
を読み込む

① PDFプリセットを設定

Adobe Acrobatのメニューから編集でプリフライトを選択し、オ
プションからプリフライトプロファイルを取り込む

「開く」のウインドウで検索窓に
「.kfp」と入力するとプロファイル
が見つけやすくなります。

② PDFプリフライトを設定

※以下の設定は
　Acrobat Pro DCのものです。　
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■N-PDFについて（2）

●N-PDFの保存・確認

データ保存時に「ファイル形式」でAdobe PDFを選び、
プリセットから「N-PDF201207」を選んで保存

① 

N-PDFで保存したデータをAdobe Acrobatで開き、
読み込んだプリフライトプロファイルでチェックをする

●PDF形式の保存ではアートボードをサイズとして認識するので、アートボードを広告原稿に合わせてください
●Illustratorで配色したオブジェクトの合計が240%以上にならないように注意してください
●その他詳しくは日本広告業協会のサイトにアップされている
「新聞広告デジタル制作ガイドN-PD Fver.1.1(2012)」をご参照ください
http://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2012/03/N_PDF_ver_1.12.pdf

解析を押してプリフライト開始

②

解析が終わると結果が表示
される

※注意点…

※以下の設定は
　Acrobat Pro DCのものです。　
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●テキスト孤立点に注意！

Illustratorで文字を入力する際、テキストツー
ルでクリックした部分に何も入力しないと、孤立
点のみが残ります。この孤立点にはそのフォント
の属性が残ることになり、最終的にすべての
フォントをアウトラインしたつもりでもその孤立
点のみが残り、出力時のエラーの原因となりま
す。＊1「書式→フォント検索...」、＊2「選択→
オブジェクト→余分なポイント」、＊3「オブジェ
クト→パス→パスの削除」などで必ず消去して
ください。

すべてのフォントをアウトラインしたつもりでもフォント検索
を行うと使用できないフォントが孤立点に残っているのを見
つけることができます。

＊2 「選択→オブジェクト→余分なポイント」

＊1「書式→フォント検索...」

＊3 「オブジェクト→パス→パスの削除」

●囲み罫・枠罫

囲み罫や枠罫など実寸原稿サイズに枠線を付けた場
合、「線を内側に揃える」という設定をしなければ、線の
太さが半分になったり、線が消えたりします。
※パスのアウトライン化でも線を内側にできます。（オブ
ジェクト→パス→パスのアウトライン）

【悪い例】 【良い例】

【CS以降では…】

実
寸
原
稿

サ
イ
ズ

実寸原稿サイズに線の設定
で枠罫をつけると右記のよう
に実寸より大きくなります。こ
のままだと変形で処理される
ため線の設定で枠罫をつけ
ることは不可。

実寸原稿サイズに塗りの設定をしたボッ
クスと、塗りが白のボックスを縮小して重
ねます。これを左右上下整列させ「オブ
ジェクト→複合パス→作成」で実寸サイ
ズの内側に枠罫が入ったボックスを作成
できます。

ＣＳ以降では、線のウィンドウで「線の位置」を内側に揃
える設定をすることで回避することができます。

■アプリケーション̶ Adobe Illustrator 編（1） ※以下の設定はIllustrator
　CC 2017のものです。　
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■アプリケーション̶ Adobe Illustrator 編（2）

●Illustratorの保存形式

●不要なオブジェクトの削除

Illustratorの保存形式はN-PDFまたはIllustratorEPS
で保存してください。その他（ai形式など）で保存されたデ
ータは返却いたします。
※N-PDF以外のPDFでの入稿は受け付けません。

トンボ、注釈、ガイドライン、マスクの枠、クリッピング
パスなど広告（ドキュメント）サイズからはみ出すもの
は出力エラーの元となりますので返却となります。
広告（ドキュメント）サイズ外に写真などのオブジェ
クトがある場合は広告（ドキュメント）サイズのクリッ
ピングマスクをかけることで、マスクの外側のオブジ
ェクトは認識されないデータになります。

●線の設定について

線の設定を塗りで指定した場合、画面上では
見えますが印刷されない場合があります。必
ず線の設定で指定してください。また線は
0.2pt以下も印刷されない場合があります。

画像を配置した場合は必ずこの項目をチェックしてくださ
い。他のファイルからコピーしてきた場合はリンク切れの
可能性がありますので必ず再配置を行ってください。画像
は80％～120％の範囲での拡大・縮小はできますが、そ
の範囲を超える場合はPhotoshopでリサイズを行ってく
ださい。

【画像の配置】

【悪い例】 【良い例】

※以下の設定はIllustrator
　CC 2017のものです。　
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●オーバープリントについて

●レイヤーは統合する

当社ではオーバープリントの設
定をご遠慮いただいております。
また、オーバープリントによる文
字・イラスト等の消失・誤表示に
つきましては責を負いません。必
ずオーバープリントの設定をは
ずして入稿してください。
版ズレを防ぐには、色の上にの
せる文字だけ４色で作成してく
ださい（逆に白い部分の上にあ
る文字は黒１色としてください）。

※チラシなどのデータを新聞広
告用に再制作する際には特に
注意してください。
チラシのデータは印刷会社でブ
ラックをオーバープリントにす
る場合が多いため。

確認したいオブジェクトを
選んで、ウィンドウ → 属性 
の画面で「塗りにオーバー
プリント」のチェックが上記
のように外れていればOK
です。

レイヤーにアウトライン前のテキストや地図の下絵など、実際には使用しないデー
タを入れ込んだままのファイルでの入稿は、エラーの元となりますので、必ず不要
なデータを全て削除しその後統合したレイヤーファイルで入稿願います。

■アプリケーション̶ Adobe Illustrator 編（3） ※以下の設定はIllustrator
　CC 2017のものです。　
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●モノクロ原稿を作る際の注意点

その他以下の点もご注意ください。

●レイヤーのロック解除

●目のアイコン表示が消えていないか

●オブジェクトのロック解除

●オブジェクトが隠されていないか

●アウトライン前のフォントをマスクしていないか

■アプリケーション̶ Adobe Illustrator 編（4） ※以下の設定はIllustrator
　CC 2017のものです。　

「カラー」ウィンドウがデフォルトでは「CMYK」のK100%になっています。
これを「CMYK」から「グレースケール」に変更してから作業をしてください。
※この作業をしないとN-PDFのプリフライトでエラーが出ます。
●その他モノクロ原稿の確認やグレースケール化は様々な設定が必要になります。
詳しくは日本広告業協会のサイトにアップされている
「新聞広告デジタル制作ガイドN-PD Fver.1.1(2012)」をご参照ください
http://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2012/03/N_PDF_ver_1.12.pdf
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●画像の配置について

画像を配置する場合は、「埋め込み
画像」を推奨しています。
校了になって最後に出力データを
作成する際に「配置した画像を含
む」にチェックを入れてEPS保存し
て下さい。

リンクで画像を配置して作業して
いる場合は、途中で画像を埋め込
んでしまうと配置している画像を
Photoshopで修正しても反映され
ませんので注意してください。必ず
最後に埋め込み作業を行ってくだ
さい。
また、リンク先の画像を同梱する際
にはイラストレーターファイルと同
一のフォルダに保存して下さい。

●透明効果について 透明効果を使った場合は、「透明部分を分割・統合」を行ってください。

■アプリケーション̶ Adobe Illustrator 編（5） ※以下の設定はIllustrator
　CC 2017のものです。　

透明効果

透明効果

↓透明効果を使っていないので下の文字が見えない

↓上の黄色のオブジェクトに透明効果70％を使用
　下の赤文字に黄色が重なって見える

↓オブジェクトの両方を選んで以下のように「透明部分を分割・統合」を行う

↓完成！
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■アプリケーション̶ Adobe Photoshop 編（1）

●Photoshopの保存形式

モノクロの場合はグレースケール、カラーの場合
はCMYKカラーです。カラーの色濃度和（UCR）
は240％以下で作成してください。RGBカラーは
使用できません。

※図＊１のようにチェック項目がすべて外れてい
ることを確認してください（特にポストスクリプトカ
ラーマネージメントにチェックが入っていると色濃
度和が正しく表示されません）。
図＊2のようにエンコーディングは「JPEG-高画
質」以上を推奨しております（「JPEG-低画質」は
受け付けません）。

●解像度

解像度は原寸使用時で300dpiです。縮小・拡大率が80
～120%内であればこのまま使用できますが、それ以外
の場合は画像をリサイズしてください。
※モノクロ2階調は800～1200dpiを推奨します。

＊1

※以下の設定はPhotoshop
　CC 2017のものです。　

＊2
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■アプリケーション̶ Adobe Photoshop 編（2）
●Photoshopの画像解像度

※以下の設定はPhotoshop
　CC 2017のものです。　

28.6M 12.5M
切り抜きツールで不必要な画像部分をトリミングすることでデータ量を小さくできます。
必要とする範囲より一回り大きくトリミング。

イメージ→画像解像度
再サンプルを確認　チェックが入っている
高さ、解像度を入力する

デフォルトでは「自動」にチェックが入っていますので
最適な再サンプルを行ってくれますが、お好みで以下の
代表的な再サンプル方法を記しますので参考にして下さい。

バイキュービック法 - 滑らか（拡大）
画像を拡大する時に優れた方式。
バイキュービック法の補間に基づいて、より滑らかな結果が得らる。

バイキュービック法（滑らかなグラデーション）
周辺ピクセルの値の調査に基づいて、低速ながらより精度の高い方式。
より複雑な計算を使用するため、ニアレストネイバー法、バイリニア法よりも色調の
グラデーションが滑らかです。

バイキュービック法 - シャープ（縮小）
画像を縮小するための優れた方式。
バイキュービック法の補間に基づき、シャープ化を強化します。再サンプルされた画像でも
ディテールが保持されます。
画像の一部がシャープになりすぎる時は、バイキュービック法を使用してください。
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■データ入稿時のチェック（1）

●孤立点（Ｐ03／テキスト孤立点に注意！を参照）

●フォントサイズ

●特色は使用不可です。

フォントサイズは 6 pt以上の大きさで使用してください。
　　注：謹告は7.75pt以上、2段で１行28文字以内､1行3.33㎜以上（行間0.5㎜程度
　　　  を含む）、文字の縦扁平率は80％以上

●モノクロ広告でカラーデータの使用はできません

モノクロ広告にカラーの写真やイラストを使用している場合がありますがエラーの原因と
なりますので必ずモノクロデータに修正のうえ使用してください。

●スミベタ領域

スミベタは広告全体の2分の1まで、アミかけ部分のアミの濃さは最高で90％までとします。
※新聞印刷では90％以上のアミは、ほとんどベタと変わりません。

●インキの総使用料の制限

※C・M・Y・Kの掛け合わせ（％）は総量240％以内にしてください。

　弊社では、高速輪転機を使用するためにインキの粘度を低くし、インキが吸収しやすい
用紙を使用しています。そのため「汚れ」がでやすく、一般的な商業印刷に比べインキの総
使用量を低く設定する必要があるため、データを修正していただく場合があります。

　また上記特性により、階調の50％前後ではインキのつぶれ（ドットゲイン）が顕著に表れ
ます。その結果カラーの場合20～25％程度（モノクロで15～20％程度）階調が上がって
再現され、場合によってはそれ以上に上がることがありますので色指定時には十分ご注意
願います。
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■データ入稿時のチェック（2）

●BoundingBox バウンディングボックス

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。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、広告が変形される
など思わぬ結果を招きます。また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。

▼正常な広告データ

入力の際に外側のデータも認識するので
実際の広告サイズ（外枠）より縮小されて出力されます。

広告サイズの外側に不要なデータがあった場合
塗り・線の設定のないボックス、トンボ、注釈、
マスク処理をしていない文字のぼかしなど

良くあるエラーに、文字のぼかしがあります。
マスク処理を行って下さい。

マスク処理をしないと文字のボケ幅も認識されるため
実際の広告サイズ（外枠）より縮小されて出力されます。
データをチェックしたい場合は、新規ドキュメントにチ
ェックしたいEPSファイルを配置してください。
問題があれば下のように外枠に余白ができますのでサ
イズエラーと分かります。
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□ファイルはＮ-ＰＤＦあるいはＥＰＳで保存されていますか？

□すべての文字にアウトラインを適用していますか？

□ファイルのサイズは大きすぎませんか？

　　（全面広告カラーで200ＭＢ以下が適当です。それ以上の場合は当社編成部にご相談ください）

□画像をリンクで配置した場合は、「配置した画像を含む」にチェックを入れて

　　保存しましたか？

□画像をリンクで配置した場合は、すべての画像を同じフォルダに保存しましたか？

□画像をリンクで配置した場合は、画像のリンクはずれはありませんか？

□カラーの画像はＣＭＹＫで保存しましたか？

□孤立点やガイドライン、トンボなど不要なデータを削除しましたか

□広告の外枠に罫線が無い場合、校正用のゲラにトンボをつけてください。

　　広告原稿データにはトンボをつけないでください。

□ＥＰＳで保存した最終原稿をプリントアウトして校正用のゲラを作成しましたか？

□必要事項を記入した入稿伝票を添付しましたか？

□画像を配置し、保存を行った後に画像を修正した場合、画像のファイル名を変更して

　　再配置しましたか？「配置した画像を含む」によって含まれた画像が、同じファイル名

　　の場合、置き換わらないことがまれにあります。

□オーバープリントを使用していないことを確認しましたか？

□特色を使っていませんか？特色は正しく印刷されないことがありますのでプロセスカラー

　　をご使用ください。

□透明効果を使用した場合、分割･統合処理を行いましたか？

□塗りにパターンを使用している場合は、「分割・拡張」の「塗り」と「線」にチェックを

　　入れて処理してください。

□最終ＥＰＳファイルに、外枠（ドキュメントサイズ）をコピーしてドキュメントの前面に

　　ペーストし全体にマスクをかけます。それを別名保存し降版ファイルとしてください。

■秋田魁新報社　広告原稿データ　入稿前チェック表
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

32

66

100

134

168

203

238

272

306

340

375

409

443

478

512

40.9

83.7

126.6

169.4

212.3

255.2

298.0

340.9

383.7

426.6

469.5

512.3

381

189

125

93

74

61

45

66

32

40

15

12

26

44

100

32

21

89

46.5

374.8

378

371

384

239

239

233

239

512

512

504

507

75

36

56

30

40

216

46.1

56

56

80
80
80
80
80

66
134
203
272
340

33

33

70

全面広告

見開き直刷り（全面）

広告原稿基準サイズ（モノクロ・カラー共）

見開き直刷り（14段以下）

全面広告特殊サイズ（受託B）
タブロイドサイズ

※題字スペース（企画・制作スペース含む）は
　縦130㎜ 横40㎜です

※サイズはすべて㎜

テ レ ビ 面
特殊スペース

514 384

514 790

520 384

520 790

788

直刷り

社罫有り

66
74

100
134

2段
1社
3段
4段

52.5
52.5
52.5
52.5
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●Illustrator
□ フォントはすべてアウトライン
□ フォントサイズは 6pt 以上
□ CS4 以降
□ N-PDF または IllustratorEPS 形式で保存
□ 配置画像は原寸で埋め込み
□ 線は 0.25pt 以上
□ カラーのオーバープリント設定ははずす
□ レイヤーは統合し、不要レイヤーはすべて削除
□ 孤立点は削除
□ 特色カラーは使用不可（すべて削除）
□ 塗りにパターンを使用している場合は、「分割・拡張」
　 の「塗り」と「線」にチェックを入れて処理してください。

※その他ご注意ください

□スミ及び色のベタは広告全体の 2 分の 1まで
□インキの総使用量 CMYK の掛け合わせ 240％以内

●photoshop
□ CMYK またはグレースケールのみ
□ ファイル形式は EPS のみ
□ エンコーディング：JPG- 高画質（低圧縮率）以上
　 ※JPG- 低画質（高圧縮率）は受け付けません
□ 解像度 350dpi

Macintosh データのみ。
（Windows データは受け付けられません。）

□ CD-R

□ オンライン

掲載枠サイズ

使用アプリケーション
●Illustrator

以下ご記入のうえデータに添付し入稿してください。

●photoshopOS

※いずれもMacintosh フォーマットのみ。
※必要なデータ以外は入れないでください。
※メール、ストレージ等

入稿メディア

※上記アプリケーション以外には対応しておりません。

タテ ヨコ
※枠線の設定にご注意ください。

○内側設定

線の位置を内側にする

×中央設定

■記事下 フロント面
3 段１／２
3 段
4 段１／２
4 段
中面
最終面
フロント面題字横
フロント面突出 
終面題字横
NEWS 枠
クーポン

■記事体

■雑　報

■全　面

80mm　
110mm
110mm
147.5mm
147.5mm
373mm　
318.5mm
52mm　　
91mm　　
52mm　　
51mm　　
56mm　　

234mm
116mm
234mm
116mm　
234mm
234mm
234mm
65mm
57mm
65mm
78mm
112mm

備考欄

入稿日　　　　年　　　　月　　　　日　　　掲載日　　　　月　　　　日号

広　告　主

サ　イ　ズ

扱い代理店

制 作 会 社

掲載面

担当者

担当者

CD用入稿伝票

※出力見本を添付してください。
※イラストレータはすべてアウトライン、CS3 以下、EPS 保存してください。
※弊社では不備、不完全データの修正は行いません。

2019.05~


