入稿データ指示書

［ドキュメント入稿用］

PDF用の入稿データ指示書は別途ご用意しております

基本情報（ご記入ください）
ファイル名：

制作社名（担当者）：

記入日：
年

月

日

ドキュメントデータ出力時の指定事項（ご記入ください）
欧文フォント ・ オリジナル外字

□ アウトライン化済み
□ 添付済み

アウトライン化を行わない際には全てのフォントを添付してご入稿ください。

オーバープリントの設定

□ オーバープリント設定を再現する

ご指示が無い際には墨100％は全て『ノセ』で、墨100％以外の色は『ヌキ』で処理をします。
オーバープリントを設定の際は事前に相談の上、添付見本にノセヌキ指定をお願いします。

ご使用のOS

□MacOS10.2.4〜10.2.x □10.3.x □10.4.x □10.5.x □10.6.x □10.7.x □10.8.x □10.9.x □10.10.x □Windows
プレーンテキストデータ（テキストのみの原稿）

□ JIS90字形環境（〜MacOS X 10.4／〜Windows XP）
□ JIS2004字形環境（MacOS X 10.5〜／Windows Vista〜）

※ご指定がない場合にはレイアウトドキュメントに設定された
フォントの字形で処理をします。

制作環境情報
以下の制作環境で作成されたドキュメントデータに対応しております。
記載のないアプリケーション・日本語フォントを使用の際には事前にご相談ください。
アプリケーション
CS_3.0.1 ・CS2_4.0.5 ・CS3_5.0.4 ・CS4_6.0.6 ・CS5_7.0.4 ・CS5.5_7.5.3 ・CS6_8.1.0 ・CC_9.3.0 ・CC2014_x ・CC2015_x
InDesign：
Illustrator： CS_11.0.1・CS2_12.0.1・CS3_13.0.3・CS4_14.0.1・CS5_15.0.3・CS5.1_15.1.1・CS6_16.0.4/16.2.1・CC_17.1.0・CC2014_x・CC2015_x
Photoshop： CS_8.0.1・CS2_9.0.2・CS3_10.0.1・CS4_11.0.2・CS5_12.0.5・CS5.1_12.1.1・CS6_13.0.6/13.1.2・CC_14.2.1・CC2014_x・CC2015_x
QuarkXPress： 6.5.1 ・ 8.5.1 ・ 9.5.4.1
※サブバージョンは記載された最新版をご使用ください。 新たなアップデータが配布された際はリリース後、一ヶ月程度で対応となります。

日本語フォント
記載の日本語フォント以外は出力できません。 ご使用の際にはアウトライン化を行ないフォント情報がない状態でご入稿ください。
MORISAWA PASSPORT
OpenType： モリサワ
フォントワ−クス
大日本スクリ−ン
アドビシステムズ
モリサワ

NewCID：

フォントワ−クス

FONTWORKS LETS
OpenType Creativeシリーズ Ver.8.0/7.1（OT-00〜OT-10） MORISAWA PASSPORTに含まれる書体
Adobe製品付属の日本語フォント
リュウミン：L-KL～U-KL ・ 太ミンA101 ・ 見出ミンMA31 ・ ゴシックMB101：B,H,U ・太ゴB101 ・ 見出ゴMB31
M中ゴシックBBB ・ 新ゴシック： L,R,M,B,U ・ じゅん：101,34,501 ・ 新正楷書CBSK1 ・ 教科書ICA：L,R,M
ロダン： L,M,DB,B,EB,UB マティス： L,M,DB,B,EB,UB セザンヌ： M,DB,B,EB スーラ： M,DB,B,EB

注意事項
全体：

●添付見本は原寸にて出力を行い必ず添付してご入稿ください。

ネットワーク入稿の際は本書をPDF化しデータに合わせてご入稿ください。
●本書はメディア単位ごとに添付してご入稿ください。
●入稿メディアには出力に必要なデータのみコピーをしてください。
データ： ●カンプ出力後に下位バージョンへダウングレード保存してのご入稿はご遠慮ください。
●レイアウトデータに配置されたデータに使用されているフォントや配置された画像など、孫データの添付忘れにご注意ください。
●InDesignの『SING外字ソリューション』は弊社テストでは文字化けが確認されており使用禁止とさせていただきます。
●IllustratorEPS形式は透明プリセットは『高解像度』を選択、『CMYK PostScriptをRGBファイルに含む』のチェックは外してください。
●RAW画像の入稿は禁止とさせていただきます。
画像：
●EPS画像のオプション項目の『ハーフトーンスクリーン』『トランスファ関数』『ポストスクリプトカラー管理』は使用しないでください。
●EPS_DCS画像をご使用の際には事前にご相談ください。 ※EPS_DCS形式に対して透明効果は適用しないでください。
フォント： ●Type1形式の欧文フォントは『ビットマップフォント』及び、 『アウトラインフォント』を添付してご入稿ください。
●同名フォントによる文字化け等が発生する可能性があります。 『dfont』及び『TrueType』の使用は避けてください。
●TypeKitなどから入手した添付が許可されていない欧文フォントは、アウトライン化を行ってからご入稿ください。
●モリサワやフォントワークスなどの日本語書体が新規リリースされた際は、リリース後一ヶ月程度で対応となります。
●不具合修正などでフォントのバージョンがバージョンアップされる事があります。 最新バージョンをご使用ください。

特記事項：
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入稿データ指示書

［PDF入稿用］

ドキュメント用の入稿データ指示書は別途ご用意しております

基本情報
ファイル名：

制作社名（担当者）：

記入日：
年

月

日

PDFの内容
以下の制作環境で作成されたPDFデータに対応しております。
アプリケーションPDF

RIP済みPDF

PDF形式
PDF/X-1a:2001
PDF1.3（PDF/X-1a以外）

TrueflowでRIPしたPDF
OutlinePDF
PolishedPDF

※PDFのバージョンは1.3形式のみの対応となります。

※OutlinePDF-Advanceは事前にご相談ください。

作成アプリケーション
Illustrator：CS2 ・CS3 ・CS4 ・CS5 ・CS5.1 ・CS6 ・CC ・CC2014 ・CC2015

Trueflow以外でRIPしたPDF
RIP名：
Ver.：

AcrobatDistiller： 5 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・ 10 ・ 11 ・ 15

※TrueflowRIP以外のPDFは事前にご相談ください。

InDesign：CS2 ・CS3 ・CS4 ・CS5 ・CS5.5 ・CS6 ・CC ・CC2014 ・CC2015

※Adobeアプリケーションで作成したPDFのみの対応となります。
InDesignCS及びDistiller6のPDF作成では不具合が確認されております。

PDFデータ出力時の指定事項（ご記入ください）
オーバープリントの設定
弊社でのオーバープリント設定の処理方法は、PDF内に設定されている
オーバープリント設定は全て破棄して『抜き合わせ』で出力いたします。

□ PDFのオーバープリント設定を再現する

また、Bk100％のオブジェクトはオーバープリントの設定に関わらず、
強制的に全て『ノセ』で出力いたします。
PDF内のオーバープリント設定を意図的に出力する際には右項目に

□ Bk100％を強制的にノセにしない

チェックの上、出力見本に記入してください。

対応可能カラー
スポットカラーの有無は右項目にチェックをして、不要な版（カラー）が

□ プロセスカラーのみ

無いかをご確認ください。
スポットカラーを使用の際には事前にご相談ください。

□ プロセスカラー ＋ スポットカラー

アプリケーションPDF作成時の注意事項（チェックシート）
PDFファイルの入稿は完全データ扱いとなり、弊社での文字修正・カラー修正・リサイズ等の変更は一切行えません。
ご入稿するPDFファイルの内容が、弊社の出力仕様に添っているか以下の項目をご確認ください。
□単ページで作成
複数ページのレイアウトからPDFファイルを作成する際には、１頁
毎の連続ページでPDFファイルを作成してください。

□４辺に同じ裁ち幅のトンボを付加
トンボは必ず付加してください。トンボの裁ち幅は４辺を全て同じ
裁ち幅で作成してください（4辺の裁ち幅が異なる場合は最大幅の
裁ち幅で4辺を設定してください）。

□紙面要素をセンターに配置

□使用フォントは埋め込む
フォントは全て埋め込むか、アウトライン化を行ってください。

□セキュリティを設定しない
暗号化等のセキュリティは一切設定しないでください。

□ICCプロファイルは埋め込まない
プロファイル設定はインテントとして付加し、ICCプロファイルを
PDFファイルに埋め込まないでください。

□出力見本は原寸

ページサイズのセンターを基点とし面付け処理を行います。

添付見本は入稿するPDFファイルから原寸にて出力を行い

ページサイズに対して紙面要素を天地左右センターに配置し

必ず添付してご入稿ください。

てください（トンボより外にスケール等がある場合は要注意）。
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「あんふぁん」
「ぎゅって」
データ内容確認書
広告主名

広告内容

掲載号

あんふぁん
えんじぃな
掲載サイズ

ぎゅって
掲載サイズ

添付ハガキ

入稿媒体

月

日記入

広告会社

TEL

-

-

ご担当者

様 FAX

-

-

制作会社

TEL

-

-

ご担当者

様 FAX

-

-

月号 弊社担当営業

□全 頁

ﾀﾃ284mm×ﾖｺ210mm

□表 ４

ﾀﾃ270mm×ﾖｺ210mm

□横1/2

ﾀﾃ132mm×ﾖｺ190mm

部

あんふぁん掲載エリア
□東京

首
都
圏

□北海道

□神奈川

ネ

□東北

□千葉

ト
ワ

□東海

ク

□九州

□縦1/3

ﾀﾃ264mm×ﾖｺ70mm

□見開き

ﾀﾃ284mm×ﾖｺ420mm

□全 頁

ﾀﾃ246mm×ﾖｺ182mm

□表 ４

ﾀﾃ234mm×ﾖｺ182mm

□横1/2

ﾀﾃ114mm×ﾖｺ165mm

ぎゅって掲載エリア

□縦1/3

ﾀﾃ229mm×ﾖｺ61mm

□首都圏

□見開き

ﾀﾃ246mm×ﾖｺ364mm

えんじぃな掲載エリア

□添付ﾊｶﾞｷ

ﾀﾃ150mm×ﾖｺ100mm

□広島

□埼玉

□関西

□東海

□関西

□愛媛（松山）

ＣＤＲＯＭ

枚

ＤＶＤ

枚

ＣＤＲＯＭ または ＤＶＤ

＜Web掲載に関するご注意＞
あんふぁん（東京版・関西版）、ぎゅって（首都圏版・関西版）、えんじぃな（愛媛・松山版）の情報は、
ブック形式などで、当社および関連のWebサイト上に掲載されることがあります

電子

Web掲載の際に、第三者の著作権、著作者人格権等第三者の権利を侵害する恐れのある場合は事前に許諾を取るなど適切な措置をお願いいたします。
Web掲載不可の場合は、必ず右記にチェックを入れてください。

□Web掲載は不可

