
制作の注意点
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■入稿可能データ
　Adobe Iｌｌustrator＝CS5まで
　Adobe Photoshop＝CS5まで
　　　　　　　  PDF＝プリセットPDF/X-1a
■入稿に必要なもの
　1）データの入ったメディア

　2）出力見本
　　※必ず原寸で出力のこと

　3）入稿シート
　　※当社HPからダウンロードできます。

　　　ファイル転送サービスをご利用の際は、下記の要領でお送りください

「入稿確認書」弊社指定のものをご使用ください。

広告には必ず、広告主の正式名称、所在地、電話番号を明記して下さい。

過去に当社媒体に掲載したデータを使用する場合は
在阪使用の旨と過去掲載号を指示してください。
（サイズ内容ともに修正しないものに限ります。サイズ変更の場合は新たに入稿してください）

その他の注意点
・広告掲載基準に基づく事前審査が必要な場合があります。
 その場合は出力見本などで必ず早めにお済ませください。
・入稿締切に遅れた場合、その原稿は掲載できないこともあります。

過去と同じデータ（在版）を使用する場合

広告主の明示

その他の注意点

基本的な注意事項

（ただし、屋号・商標場度が相当周知されていて、情報提供するうえで必要ないと本社が認め
た場合はこの限りではありません。また、ペイドパブリシティでは、情報として必要がないと
判断した場合、所在地を省略する場合があります）。

※リビング新聞の情報は、弊社のWEBサイト上に公開されることがあります。著作
権、著作者人格権、肖像権その他第三社の権利を侵害する恐れがある場合は、事前に
承諾を得る必要があります。適切な措置をお願いいたします。

TEL.028（600）8800  FAX.028（600）8801
〒320-0811 宇都宮市大通り1-4-24 MSCビル４階

http://www.m-living.com

ディスプレイ広告
入稿ガイド
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○ Illustratorでの注意点（1）

　・CMYKで色指定して下さい。
　・その他（RGB、特色など）は、印刷において正確な色の再現ができません。
　・入稿の際、スウォッチパレットのカラーはすべて破棄してください。

　・ブラック以外の色のオーバープリントは外してください。

　・色をかけ合わせる際には、C（シアン）M（マゼンタ）Y（イエロー）K（ブラック）の合計が、
　 270％以下になるよう設定してください。汚れ等の発生につながります。
 黒ベタ（BK（K）100％）の使用については、原稿面積の50%以下にしてください。
 BK（K）を全体に使用する場合は、BK（K）70%以下にしてください。

　・指定の原稿サイズ内に、罫線までがおさまるサイズで作成してください。

　・天地（タテ）

　・左右（ヨコ）

　・１面題字下

＜色のかけあわせ＞

＜色指定＞

＜オーバープリント＞

＜広告のサイズ＞

＜原稿サイズ＞

正しい
サイズ サイズが正確

サイズが不正確
罫線のセンターから外側が、
正しい原稿サイズより外に
はみ出している状態。

1段 2段 3段 4段 5段 6段 7段

27mm 56mm 85mm 114mm 143mm 172mm 201mm

8段 9段 10段 11段 12段 13段

230mm 259mm 288mm 317mm 346mm 375mm

全　段 1/2段 左右：56mm　天地：22mm

　・終面題字下 左右：60mm　天地：56mm250mm 123mm

1/4段

60mm
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○ Illustratorでの注意点（2）

　・フォントはすべてアウトライン化してください。
　　※アウトライン化した後「書式」→「フォント検索」でファイルにフォント情報がない事を確認してください。

　　※小さすぎると印刷の際に文字がつぶれてしまう場合があります。

　・複数レイヤーで制作している場合は、統合して単一のレイヤーにしてください。

　・紙面に掲載するオブジェクト以外はすべて削除してください。
×
×掲載日・サイズなどを枠外に入力しないでください。
「トンボ」「トリムマーク」はつけないでください。

　・孤立点の有無をチェックし、不要な孤立点は削除してください。
 （「選択→オブジェクト→余分なポイント」でチェックできます）

。いさだくてし理処クスマでどな」クスマグンピッリク「、は合場るすグンミリトを等像画・　
 ※枠外にはみ出したオブジェクトを白いボックスで隠すなどはしないでください。

　・画像等は「ファイル」→「配置」でリンクさせること。画像の埋め込みは不可です。
　・使用する画像はなるべくリサイズし、原寸サイズで使用してください。
 ※配置できる画像はCMYKカラー/EPSで保存をしてください。JPG画像は不可。

＜フォント＞

＜レイヤー＞

＜トリミング＞

＜不要なオブジェクト＞

＜画像をリンク＞

制作の注意点

アウトライン化されていないと、書体の変更・字詰めの変更・文字化け等の問題が生じます。
孤立点・空白のテキストボックスなどが残っている場合もエラーの原因となりますので必ずチ
ェックして削除するようにしてください。

RGB では色が濁って印刷されます

＜ファイルの保存形式＞

7

○ Photoshopでの注意点

　・掲載サイズの実寸で解像度が

　・二次元コードはカラーモードはグレースケール・モノクロ二階調でお願いします。
　 CMYKで配置されますと、版ずれなどの原因で読み取れない場合がございます

　　グレースケール：350dpi/inch
      モノクロ二階調：1200dpi/inch
　　　※白色部分を透明として扱うにチェックしてください

350dpi

　　※ロゴに関しては基本的に、Illustratorでのトレース（ベクターデータ）を推奨。

　・モード＝カラー画像 … CMYK
　　　　　 モノクロ画像 … グレースケール
　　※RGBは不可です

　・EPS形式。
　 ※JPGは不可です。画像を切り抜く場合には、クリッピングマスクを使用してください。

　■ EPSオプション…右図参照
　　・プレビュー＝TIFF8bit
　　・エンコーディング＝バイナリ
　　・他の項目＝すべてチェックを外す

＜画像解像度＞

＜モード＞

＜保存形式＞

制作の注意点

※低すぎる解像度(72dpi／inch)は品質が落ちます。
　逆に大きすぎてもデータ量が増えるだけで品質の向上は望めません。

●イラストレータEPSで保存してください。
　配置画像がある場合には、配置画像を含んで保存をチェックしてください。

貼り込み画像などの材料は一つのフォルダにまとめて材料の名前が重複しないように入稿して
ください。(ファイルの名前が重複すると貼り込み画像が置き換わってしまいます)
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書類のカラーモード／ラスター効果設定／書類設定の透明設定

制作の注意点

書類のカラーモード、ラスター効果設定、書類設定の透明設定を必ず行ってください。
初期設定のままですと、RGB 書類になってしまったり、透明効果を使用したときに、文字や
図形等に使用した効果の品質が落ちます。

Illustrator9/10固有
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書類のカラーモード／ラスタライズ効果設定／書類設定の透明設定

制作の注意点

書類のカラーモード、ラスター効果設定、書類設定の透明設定を必ず行ってください。
初期設定のままですと、RGB 書類になってしまったり、透明効果を使用したときに、文字や
図形等に使用した効果の品質が落ちます。

IllustratorCS/CS2/CS3

ver.10【「ファイル」→「書類設定」→メニューより「透明」】
分割設定：「ラスタライズ／ベクトル設定」：スライダが「ベクトル」( 一番右端へ：値 100)

ver.9【「ファイル」→「書類設定」→メニューより「透明」】
 プリント・データ書き出し：「画質／速度」スライダを「高画質／低速」（一番右端へ）

2.書類(CS)＆ドキュメント(CS2/CS3)ラスタライズ効果設定
ver.CS【「効果」→「書類のラスタライズ効果設定 ...」】
ver.CS2/CS3【「効果」→「ドキュメントのラスタライズ効果設定 ...」】

3.書類設定の透明設定
ver.CS
【「ファイル」→「書類設定」→メニューより「透明」】

1.書類(CS)＆ドキュメント(CS2/CS3)のカラーモード
【「ファイル」→「書類のカラーモード」→「CMYK カラー」】を選択します。

  ver.CS2/CS3
【「ファイル」→「ドキュメント設定」→メニューより「透明」】 

 書き出しとクリップボードにおける
 分割・統合：設定を「高解像度」にします。
 

 書き出しとクリップボードにおける
 分割・統合：設定を「高解像度」にします。
 

2.ラスター効果設定 
ver.9【「効果」→「ラスタライズ」→「ラスター効果設定」】
ver.10【「効果」→「書類のラスター効果設定」】

1.書類のカラーモード
 【「ファイル」→「書類のカラーモード」→「CMYK カラー」】を選択します。

＜二次元コード＞

3.書類設定の透明設定

pdfデータでの入稿の場合は

PDFプリセット→PDF/X-1aにして下さい

データ入稿確認書

●製作環境

全・1/2・1/4　　　　　　 段

掲載号

OS

作成
アプリケーション

掲載段数

月

記入名　　年　　月　　日

日 号

御社名

御担当者

その他（　　　　　　 企画） 天地　         mm×左右　         mm

その他（　　 　　    　）

TEL.

広告主

■ ファイル総数 ／■ 出力ファイル名／

＊年末・年始・その他祝日の関係で上記入稿日と異なる場合
　があります。入稿日を必ず確認してください
＊作成時のお願い項目と異なる設定の場合は、返却・作成
　し直して頂きますので、予めご了承下さい掲載号の前週木曜日 午後5時まで■モノクロ　

掲載号の前週水曜日 午後5時まで■カラー

●データ入稿日

貼り込み画像データ　□有り　□無し
ファイル名 1） 原稿サイズ

2） フォントのアウトライン化

4） 孤立点、余分なポイントは削除されているか

5） カラーはCMYK、モノクロはグレースケール

6） 画像解像度（使用サイズで350dpi/inch）は
　  正しく設定されているか

7） 画像はリンクされているか（埋め込み不可）

8） 二次元コードのカラーモードはモノクロ２階調
　 （1200dpi/inch）かグレースケール（350dpi/inch）

9） リンクされている画像等の部品はすべて入稿
　 メディアに格納しているか

11） PDFで入稿される際の保存形式は
　   プリセット▶PDF/X-1aになっているか

10） Illustrator、Photoshopともに正しい形式
　   （EPS形式）で保存されているか

3） 掲載データ以外のオブジェクトが削除されているか
　　　　　　　 （トンボは不要・欄外のものは削除）

TEL.028（600）8800  FAX.028（600）8801

Macintosh ver（　　　　）

Illustrator

Photoshop

作成ver（　　　　　　 ）・保存ver（　　　　　　 ）

ver（　　　　　　）

／ Windows XP ・ Vista ・ ７

個

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

〒320-0811 宇都宮市大通り1-4-24 MSCビル４階

http://www.m-living.com

●チェック項目 入稿頂く前にご確認ください

〈備考〉

※PhotoshopデータはEPS保存の際、EPSオプションの
  エンコーディングをバイナリでお願いします

●１件の広告主に１枚添付してください。
●最終データからの出力サンプル（原寸サイズ）を必ず添付してください。
●メールでお送りいただく際は、ファイル名を半角英数字+拡張子に変更しリンクを更新してからお送り下さい。

・画像解像度（350dpi/inch）
・EPS保存（オプション▶エンコーディング：バイナリ）

l iving@m-living.com


