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入稿規定 

 入稿締め切り 
モノクロ・カラー原稿ともに、掲載日の２営業日前の午後３時 

集版もの原稿は掲載日３日前の同時刻。(いずれも土・日曜日および祝休日は除きます)。 

 

 入稿に必要なもの 

① N-PDF 

 入稿対応メディア：CD-R・USB メモリー(複数原稿入稿可能) 

 オンライン入稿：デジタルセンド、Proself(事前に申請が必要です) 

 ファイル名は「n0918 広告主名 5d.pdf」など、掲載日・広告主(広告内容)・広告サ

イズが分かるように設定してください。(次ページ参照) 

 「.（ドット）」は使わないでください（拡張子直前のものを除く）。 

 半角で使える記号は「_（アンダーバー）」のみです。 

 ＲＩＰ(Raster Image Processor)に必要なデータはすべて N-PDF に格納されてい

るため、配置画像は原則添付不要です。 

 

② 色見本（カラー原稿の場合） 

 カラー色見本は、印刷現場で見本として使用されます。日本新聞協会で定めた

「NSAC（日本新聞アドカラー）」に準拠した色見本を添付していただくと、より適

正な色再現が得られます。 

 モノクロ原稿では原則不要です。ただし、ＰＳプリンターで入稿データを出力した

最終校了ゲラを添付していただいた場合は、色見本として使用します。 

 

 入稿データチェックについて 

原稿内容は、愛媛新聞広告掲載基準を適用します。 

Ｎ－ＰＤＦは、プリフライトプロファイルを用いてエラーが出ないか確認します。 

弊社で公開中のプリフライトプロファイルで解析します。警告表示が出た場合は原稿の

修正を求めることがあります。 

 

※Ｎ－ＰＤＦはデータの事前チェックが可能です(Adobe Acrobat Pro が必要) 

弊社のプリフライトプロファイル(カラー用とモノクロ用の２種)をダウンロードし、

Adobe Acrobat Pro(ver.DC 以降)に取り込んでご利用ください。（一社）日本広告業協会

のプリフライトプロファイルも使用可能ですが、解像度やインキ総量、K100%オブジェ

クトのオーバープリント設定などのチェックは省略されており、別途確認が必要です。

詳細は、日本広告業協会で公開中の「新聞広告デジタル制作ガイド N-PDF ver.1.3 

（2022）」をご覧ください。 

※弊社のプリフライトプロファイルを Proself からダウンロードする際にはパスワード

が必要です。弊社営業局までお問い合わせください。 

 

https://www.jaaa.ne.jp/?p=6650
http://www.pressnet.or.jp/adarc/edi/nsac01.html
https://www.ehime-np.co.jp/online/information/enp_adguide/pdf/rule.pdf
https://pss.ehime-np.co.jp/public/Xc1AgAm2LQYAToYBnoNS_Lhc7sLm41cEq1x4-PgiVQgr
https://pss.ehime-np.co.jp/public/Xc1AgAm2LQYAToYBnoNS_Lhc7sLm41cEq1x4-PgiVQgr
https://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2022/01/N-PDF_ver.1.3.zip
https://www.jaaa.ne.jp/?p=6650
https://www.jaaa.ne.jp/?p=6650
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 Ｎ－ＰＤＦデータ制作アプリケーション 

・Adobe Illustrator ＣＳ２(12.0.1)～ＣＣ 

・Adobe InDesign ＣＳ４～ＣＣ ※InDesign はカラー原稿のみ。 

 アドビシステムズ社よりパッチが公開されている場合、必ず適用してください。 

 弊社では最新の WindowsＯＳで作成したＮ－ＰＤＦも問題がなければ受け入れてい

ます。 

 

 配置画像アプリケーションおよびフォーマット(Photoshop) 

Illustrator などに配置する画像はＰＳＤ形式を推奨します。 

※RGB 画像でしか保存できない形式(BMP・GIF・PICT・PNG など)は使用不可です。 

 

 ファイル名について 

n 掲載日 広告主名(広告内容)_サイズ(カラーの場合色数).pdf の体裁でお願いします。 

例）２月のモノクロ５段の場合 n0200 広告主名 5d.pdf 

  ２月のカラー半５段の場合 n0200 広告主名 5d2_4C.pdf 

  ２月３日～４月５日に使用するモノクロ半５段の場合 n0203_0405 広告主名 5d2.pdf 

 

 広告サイズについて 

【記事下広告】      ［単位ミリ］ 【記事中広告】(タテ×ヨコ) 

・題 字 下：６６mm×３４mm 

・記 事 中：３２mm×７０mm 

・突き出し 

（小）：６６mm×６０mm 

  （大）：１０９mm×６０mm 

・ＴＶ面ぶら下がり：１０１mm×７０mm 

 

【エリア版広告】(タテ×ヨコ) 

 ・ブランケット：５１５mm×３８０mm 

     二連版：５１５mm×７８６mm 

  ・タブロイ ド：３７７mm×２４５mm 

  二連版：３７７mm×５１５mm 

 

【ジュニアえひめ新聞広告】(タテ×ヨコ) 

・３段：１０１mm×２４５mm 

 

 

 

※( )内は N-SIZE(日本新聞協会推奨制作サイズ)です。 

N-SIZE の原稿は、縦横比を維持せず弊社広告寸法に拡大します。 

タテ 寸法 ヨコ 寸法 

 １段 ３２(32) 通し ３８０(378) 

 ２段 ６６(66) １／２ １８９(188) 

 ３段 １０１(100) １／３ １２５ 

 ４段 １３５ １／４ ９３ 

 ５段 １７０(168) １／５ ７４ 

 ６段 ２０４ １／６ ６１(62) 

 ７段 ２３９(237) １／８ ４６(46) 

 ８段 ２７３ ３／４ ２８４ 

 ９段 ３０８ ２／１ ７８６(784) 

１０段 ３４２(339) 

  

１１段 ３７７ 

１２段 ４１２ 

１３段 ４４６ 

１４段 ４８１ 

１５段 ５１５(511) 

http://www.pressnet.or.jp/adarc/edi/nsize.html
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 データ制作の注意事項（Illustrator） 

Ｎ－ＰＤＦの初期設定(９ページ参照)を確認してから制作を行ってください。 

 

☆原稿サイズをアートボードサイズとして設定する。 

 サイズ以外の設定は下記。 

 アートボードの数：１。 

 裁ち落とし：天地左右０ｍｍ(IllustratorＣＳ２、ＣＳ３には項目無し)。 

 カラーモード：ＣＭＹＫ 

 ラスタライズ効果：高解像度(３００ppi)。 

(IllustratorＣＳ２は別メニューから設定) 

 

CC の新規作成の詳細設定画面 

※Ｎ－ＰＤＦでは、アートボードからはみ出た部分は印刷されません 
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☆透明の設定を「ドキュメントのラスタライズ効果設定」で確認する。 

 

※グレースケール原稿の場合、左図のよ

うにカラーモードをグレースケールに

変更する。 

 

※ＣＳ２以前は 72ppi になっている場合

があります。制作前に必ず確認してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆広告罫の設定 

罫の太さ・カラーは原則自由です。広告罫を線で設定した場合、アートボードからは

み出た線幅部分は印刷されません。線の位置を内側に描画する設定を使用するか、塗り

のオブジェクトで制作してください。 

 

※Ｎ－ＰＤＦは、アートボードからはみ出た線幅の部分(左

図の斜線領域)は印刷されません。 

 

 

  

部分拡大 
線の位置の設定は

llustratorＣＳ２か

ら実装されています 
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☆表示・プリントしない不要なレイヤー・テンプレートレイヤーは削除する。 

 

 

☆カラーはＣＭＹＫ、モノクロはグレースケールで制作する。 

プロセスカラー(ＣＭＹＫ)およびグレースケールで制作してください。カスタムカラー

(特色)やＲＧＢカラーは使用できません。ＣＭＹＫやＫに変換してください。 

カラー原稿の総インキ量は２４０％以下に調整してください。 

制作が完了したら、ドキュメント情報のオブジェクト・特色（スポットカラー）などの

項目を確認してください。 

例えば、グレースケール原稿にＣＭＹＫオブジェクトが使われている、特色(スポットカ

ラー)やＲＧＢオブジェクトが使われている場合はエラーになります。 

 

 

※Illustrator のバージョン

によって「ドキュメント情

報」を開く場所や名前が異

なります(Ver.CC はウイ

ンドウメニュー内にあり

ます)。 

画面は Ver.CC。 

 

  

トンボ・注釈が残っている→削除 

不要なオブジェクトが 

残っている→削除 

枠からはみ出したものを白塗りのオブ 

ジェクトで隠す。→マスク処理をする 

不要なポイント→削除 

配置画像は不要部分をトリミングする 

サ
ブ
メ
ニ
ュ
ー
か
ら
選
択 
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☆フォントはアウトライン処理する。 

ドキュメント情報のサブメニューからフォントを選び、

フォントが残っていないか確認してください。 

※パターン・ブラシにフォントが使用されている場合、

この情報欄には表示されません。パターン・ブラシの

作成時にアウトライン処理を行ってください。 

※空のテキストポイント・空のテキストパスが残っている場合にもエラーになります。 

 

☆罫線の幅は極力 0.14 ポイント以上で制作する。 

細罫線は塗りではなく線で制作してください。0.14 ポイント(約 0.05mm)以下の設定で

は印刷時にかすれて見えない場合があります。 

※低解像度のプリンターでは、とても細い線を見える程度の線(設定より太い線)で出力

することがあります。高解像度の出力機ではとても細い線として出力した結果、細す

ぎて見えない場合があります。 

 

☆オーバープリントについて。 

文字や画像を重ねて配置したデータを印刷する時、通常、一番上に配置された文字や画

像が、重なったエリアの文字や画像を抜きます。配置された文字や画像にオーバープリン

トを設定すると、重なったエリアの文字や画像に重なるように印刷されます。 

弊社ＲＩＰでは黒 100％以外のプロセスカラーにもオーバープリントが適用されます。 

Illustrator９以降のバージョンにはオーバープリントの状態が画面で確認できる「オー

バープリントプレビュー」という機能があります。意図しないトラブルが発生しないよう

にオーバープリント属性の設定と確認を行ってください。 

 

意図した印刷結果    オーバープリントプレビュー 

 

Ｎ－ＰＤＦでは、色網
．．

のオブジェクトにオーバープリントの設定を行うとエラーにな

るため、乗算機能を使用してください。 

 

オーバープリント属性

が設定された白抜き文

字やオブジェクト、色

文字が下地と同化して

変化。 
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☆パターンは分割する。 

パターンを使用している場合は、カラーにＣＭＹＫ

の値が表示されず、データエラーになります。 

オブジェクトメニューの「分割・拡張」から分割し

てください。 

 

 

※ドキュメント情報のサブメニューからパ

ターンオブジェクトを選択し、パターンが

残っていないか確認できます。 

 

 

 

※線にグラデーションを設定したオブジェクトがある場合、Ｎ－ＰＤＦの保存時に「ス

ムースシェーディングパターン」に変換され、意図せずエラーになることがあります。 

 

パターンオブジェクトを使用していないのにこのエラーが出る場合は、ドキュメント

情報からグラデーションオブジェクトの有無を確認し、「グラデーション（線形）」が

ある場合は、オブジェクトメニューの「分割・拡張」

から分割してください。グラデーション（線形）オブ

ジェクトでも分割の結果、塗りになっていれば（右図

参照）エラーの回避ができます。 
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☆透明効果について 

効果・フィルター・透明オブジェクトは、Ｎ－ＰＤＦ保存時にＣＭＹＫでイメージが作

成されるため、モノクロ原稿の場合は必ず該当オブジェクトを「透明部分を分割・統合」

から「プリセット：高解像度」を選択して分割してください。作成された画像はＣＭＹＫ

モードで生成されるためモノクロ原稿の場合はグレースケールに変換してください。 

該当オブジェクトは「分割・統合プレビュー」で「透明オブジェクト」「影響されるすべ

てのオブジェクト」などが確認できます。詳細は(一社)日本広告業協会で公開されている

「新聞広告デジタル制作ガイド N-PDF ver.1.3 （2022）」を参照してください。 

 

※オブジェクトの重なり順

を変更することで、透明効

果の分割によるラスタラ

イズ化の影響を抑えるこ

とも可能です。パスデータ

のラスタライズ化は印刷

品質に影響するため極力

回避してください。 

 

※「分割・統合プレビュー」

でハイライトがなし以外

選べない場合は、「透明部

分を分割・統合」の必要が

あるオブジェクトは残っ

ていません。 

 

 

 

※透明効果を分割した後に拡大・縮小をした場合、実解像度が許容値を超え、エラーに

なる場合がありますのでご注意ください。  

https://www.jaaa.ne.jp/?p=6650
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 データ制作の注意事項（Photoshop） 

☆写真のカラーモード・解像度について 

Illustrator の配置画像はＣＭＹＫ・グレースケール・モノクロ２階調でお願いします。 

ＣＭＹＫ・グレースケール画像の解像度は２００dpi～３００dpi程度 

モノクロ２階調画像の解像度は１２００dpi程度に設定してください 

 

※ Illustrator 上で配置した画像を拡大・縮小すると実解像度が許容値を超え、エラー

になる場合があります。Photoshop などで加工する際、Illustrator で実際に使用する

サイズに合わせて解像度を設定してください。 

※参考：弊社のスクリーン設定値は、 

出力解像度／1200dpi モノクロ出力線数／約 200 線 カラー出力線数／約 290 線 

 

☆インキ総量(ＣＭＹＫのインキ使用率の合計値)２４０％制限について 

インキの総使用量は Photoshop の情報ウインドウで確認できます。シャドー部の濃度

が２４０％を超えている部分がないか確認してください。 

２４０％を超えている場合、

画面上では綺麗に見えてい

ても輪転機上では再現でき

ない可能性が高く、印刷品質

の低下につながります。 

特に、高速新聞輪転カラー印刷では、ドットゲインの影響もあり、シャドー濃度がある

程度以上になると、色の濁り・インキのにじみ(トラッピング不良)が多くなります。 

最近の Illustrator や Photoshop のＣＭＹＫカラー設定では、枚葉(カット紙)のオフセ

ット印刷色標準規格でコート紙をターゲットにした「Japan Color 2001 coated」が選ば

れていることが多く、インキ総量オーバーに注意が必要です。 

ＣＳ２以降ならカラー設定で「日本-新聞用」を設定しておくと、ＣＭＹＫへの色空間変

換の際に総インキ量２４０％に合わせた変換を行ってくれます。変換先のプロファイルで

「Japan Color 2002 Newspaper」を選択しても同様の効果が期待できます。 

 

☆愛媛新聞 RGB→CMYK変換テーブル(カラーセッティングファイル)について 

「愛媛新聞ＲＧＢ→ＣＭＹＫ変換テーブル (愛媛新聞変換テーブル 20180506.csf)」は、

印刷物品質の基準である「Japan Color 2002 Newspaper」に準拠し、2017 年６月に日本

新聞協会からリリースされた「ＮＳＡＣ(Nihon Shimbun AdColor)２０１７」に対応した

カラーセッティングファイルです。 

事前に Illustrator や Photoshop などの制作用アプリケーションで読み込み、設定する

ことで、ＲＧＢからＣＭＹＫへの変換時に愛媛新聞の印刷・新聞用紙により適した変換が

行えます。ただし、シャープネス・解像度・リサイズなどは変換されません。変換前に明

るさ調整、色調補正などのレタッチを行い、変換後に原稿に応じた微調整をお願いします。 

※詳細は初期設定「５．カラー設定を確認する(１２ページ)」を参照してください。 

https://pss.ehime-np.co.jp/public/XcJIgAN2RsYAhoQBoWlidhj70stExrkjk6pul3bkRgQz
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 Ｎ－ＰＤＦ初期設定 

  

前提）Ｎ－ＰＤＦに対応しているデータ制作アプリケーションが必要です。 

プリフライト(事前チェック)を行う場合は Adobe Acrobat Pro ver.9 以降が必要で

す。ただし、弊社のプリフライトプロファイルは解像度やインキ総量などのチェッ

クも行うため ver.DC 以降が必要です。 

次項１.でダウンロードする「新聞広告デジタル制作ガイド N-PDFver.1.3(2022)」の

３ページ「制作準備」を参照しながら設定を行ってください。 

 

1. 必要なファイルを各サイトからダウンロードし、圧縮フォルダを展開(解凍)する。 

日本広告業協会「N_PDF_ver_1.3(2022)新聞広告デジタル制作･送稿ガイド」のウエ

ブサイト(https://www.jaaa.ne.jp/?p=6650)から Zip 圧縮された N-PDF 設定ファイル

と新聞広告デジタル制作ガイド N-PDFver.1.3(2022).pdf をダウンロードします。Zip

ファイルを展開(解凍)するとプリフライトプロファイル(事前チェック用の設定ファ

イル)と N-PDF 書き出し用の設定ファイル N-PDF201707.joboptions が取り出せま

す。 

Adobe AcrobatDC Pro 以降の環境が用意できる場合は弊社のプリフライトプロフ

ァイルをダウンロードしてください。弊社入稿時と同じチェックが可能です。 

※ダウンロードの際に必要となる Proself のパスワードは弊社営業局までお問い合

わせください。 

 

2. N-PDF書き出し用の設定ファイルを読み込む。 

データ制作アプリケーションの Adobe PDFプリセットから：N-PDF201707.joboptions

を読み込んでください。 

※１．でダウンロードした新聞広告デジタル制作ガイド N-PDFver.1.3(2022).pdf の

３ページ制作準備「AdobePDF プリセットの読み込み」をご参照ください。 

※正常に読み込まれると AdobePDF

プリセット（右図）の一覧に「N-

PDF201207」が表示されます。 

 

 

 

  

https://www.jaaa.ne.jp/?p=6650
https://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2022/01/N-PDF_ver.1.3.zip
https://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2022/01/N-PDF_ver.1.3.zip
https://www.jaaa.ne.jp/wp-content/uploads/2022/01/N_PDF_ver_1.3_211224.pdf
https://pss.ehime-np.co.jp/public/Xc1AgAm2LQYAToYBnoNS_Lhc7sLm41cEq1x4-PgiVQgr
https://pss.ehime-np.co.jp/public/Xc1AgAm2LQYAToYBnoNS_Lhc7sLm41cEq1x4-PgiVQgr
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3. プリフライト(事前チェック)を行いたい場合プリフライトプロファイルを取り込む。 

AdobeAcrobat Proのプリフライトを開き、オプションの「プリフライトプロファイル

を取り込み」から１.でダウンロードした「N-PDF2012v1.3 カラー単色.kfp」「N-

PDF2012v1.3モノクロ.kfp」をそれぞれ取り込む。 

※プリフライト(事前チェック)を行わない場合は３.の設定は省略可能ですが、「愛媛

新聞社プリフライトプロファイル(N-PDF 愛媛新聞社カラー広告用 20**/N-PDF 愛

媛新聞社モノクロ広告用 20**)」で解析し、警告表示が出た場合は修正を求める可

能性があります。※20**の**はバージョンアップにより変動します。 

※１．でダウンロードした新聞広告デジタル制作ガイド N-PDFver.1.3(2022).pdf の

３ページ制作準備「プリフライトプロファイルの取り込み」をご参照ください。 

 

※正常に読み込まれると下図のようにプリフライトウインドウの「取り込まれたプロ

ファイル欄」に取り込まれたプリフライトプロファイルが表示されます。 

 

  

N-PDF2012v1.3 カラー単色 

N-PDF2012v1.3 モノクロ 

N-PDF 愛媛新聞社カラー広告用 2022 

N-PDF 愛媛新聞社モノクロ広告用 2022 
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4. ブラックのアピアランス(黒の表現方法)の設定を行う。 

スクリーン：すべてのブラックを正確に表示。プリント：すべてのブラックを正確に

出力。になっているかなどを確認する。 

※１.でダウンロードした新聞広告デジタル制作ガイド N-PDFver.1.3(2022).pdf の４

ページ制作準備「環境設定」をご参照ください。 

 

 

5. カラー設定を確認する。 

原則 Illustrator や Photoshop それぞれで行う必要がありますが、制作に使用するア

プリケーションのバージョンがそろっている場合は「AdobeBridge」編集メニューか

ら「カラー設定」を行うことで同期することが可能です。 

※カラーセッティングファイルを設定すると、設定前の環境が書き換わりますので、事

前に現環境の確認・保存を行ってから設定してください。新聞用データ以外の制作を

行う際は設定を戻してください。 

※CMYK データに対して適用する場合、意図しない色が発生する場合がありますので 

慎重に調整・確認を行ってください。 

 

① 愛媛新聞ＲＧＢ→ＣＭＹＫ変換テーブル (愛媛新聞変換テーブル 20180506.csf)

をリンク先からダウンロードする。 

※ダウンロードの際に必要となる Proself のパスワードは弊社営業局までお問い

合わせください。 

 

② 「AdobeBridge」の編集メニューから「カラー設定」を開き、左下の「保存された

カラー設定ファイルを表示」ボタンを押す。 

 

https://pss.ehime-np.co.jp/public/XcJIgAN2RsYAhoQBoWlidhj70stExrkjk6pul3bkRgQz
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③ フォルダが開くので、①の「愛媛新聞変換テーブル 20180506.csf」を同フォルダ

にコピーする。 

 

 

※もし、権限の問題でコピーができない場

合は次項④で「愛媛新聞変換テーブル

20180506」を選択する代わりに「日本-

新聞用」を選んでください。 

 

 

④ 「カラー設定」ウインドウの「カラー設定ファイルの展開したリストを表示」の

チェックを外した後、再度チェックを入れると「愛媛新聞変換テーブル 20180506」

が表示されるので選択して「適用」ボタンを押してください。 

※前項でファイルがコピーできなかった場合は代わりに「日本-新聞用」を選択し

て「適用」ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上図の「同期しています」が「非同期」など、同期していない表示になってい

る場合はカラー設定が正しく反映されていない可能性があります。使用アプリ

ケーション毎に「カラー設定」を確認してください。 
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※Illustrator や Photoshop などの制作に使用するアプリケーションのバージョンが異

なっている場合、AdobeBridge で一括設定できない場合があります。その場合はそれ

ぞれのアプリケーションで「カラー設定」を開き、読み込んでください。 

 

 ＜Illustrator のカラー設定の例＞ 

  

 ＜Photoshop のカラー設定の例＞ 
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 愛媛新聞ＲＧＢ→ＣＭＹＫ変換テーブル使用方法 

変換したいＲＧＢ画像を開き、編集メニューの「プロファイル変換」を選択し、変換後

のカラースペースで「EHIME_58_46_41_95_33」か「JapanColor2002Newspaper」を

選び、変換オプションを画像特性に合わせた設定に変えて、ＯＫを押し変換してくださ

い。この段階で総インキ量２４０％以内に分版されたＣＭＹＫ画像が生成されます。 

 

 

 

 

※画像特性によっては、変

換オプションのマッチング

方法などを変更することで

プレビュー結果がかなり変

化するものもあります。 

 

実際の印刷結果は変換後のＣＭＹＫ値を反映した結果になりますので、調整時はドット

ゲイン（網点太り）や新聞用紙（白色度が高くない）の特性を想定して行ってください。 

 

※もし、変換後のカラースペースに「Japan Color 2001 coated」を選んでいる場合、総イ

ンキ量３５０％で分版されます。 

原稿チェック時にインキ総量２４０％オーバーのエラー原因になるだけでなく、高速

新聞輪転カラー印刷時に、色の濁り・インキのにじみ(トラッピング不良)の原因になる

ため、避けてください。 
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 Ｎ－ＰＤＦの書き出し方法(Illustrator) 

※InDesign の書き出し方法は(一社)日本広告業協会で公開されている「新聞広告デジ

タル制作ガイド N-PDF ver.1.3 （2022）」１３ページを参照してください。 

 

1. ファイルメニューから「複製を保存」を選択する。 

 

 

※Ｎ－ＰＤＦは Illustrator や InDesign

で保存してください。 

 

 

※別名で保存を選んだ場合、修正途中な

どの再保存を忘れた場合に、作業過程が

保存されないため注意してください。 

 

 

 

 

2. ファイルの種類(フォーマット)で「AdobePDF」を選択し、ファイル名と保存場所を

指定して「保存」ボタンを押す。 

 

 

 

 

 

 

※ファイル名は２ページを

参照して設定してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jaaa.ne.jp/?p=6650
https://www.jaaa.ne.jp/?p=6650
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3. 「AdobePDF を保存」画面の「AdobePDF プリセット」で「N-PDF201207」を選

択する。 

※AdobePDF プリセットを選んだ際、「Web 表示用に最適化」などのオプション欄

にチェックが入るケースがあるため注意してください。プリセットの設定が変更

された場合 Ver.ＣＣでは「N-PDF201207(変更)」などと表示されます。プリセッ

トを選びなおしてください。 

 

※設定内容に（警告）が表示される場合はエラーが起こる可能性が残っています。

設定内容タブを確認し、警告内容を解消してから「ＰＤＦを保存」ボタンを選ん

でください。 

 

※モノクロ原稿を保存する際に透明効果が残っていると、意図しない透明効果の分

割が発生し、エラーの原因になることがあるため注意してください。 

 

4. 保存したＮ－ＰＤＦを確認する。 

※N-PDFはデータのプリフライト(事前チェック)が可能です。詳細は１ページを参照

してください。 
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 Ｎ－ＰＤＦの簡易なチェック方法 

Acrobat Reader などでＮ－ＰＤＦを開くと、プロパティメニューで広告サイズをはじ

め、簡易な確認(下図参照)ができます。詳細なチェックは Adobe Acrobat ProでＮ－Ｐ

ＤＦ用のプリフライトプロファイルを用いて行ってください。 意図しない仕上がりに

なっている場合は Illustrator などの制作アプリケーションで確認を行ってください。

詳細は(一社)日本広告業協会で公開されている「新聞広告デジタル制作ガイド N-PDF 

ver.1.3 （2022）」をご覧ください。 

 

←Distiller は不可 

←1.3 以外は不可 

↓1 以外は不可 

↑いいえ以外は不可 ↑いいえ以外は不可 

●フォントが表示されるものは不可 

←セキュリティなし以外は不可 

←許可以外は不可 

↑この２行が無いと不可 

https://www.jaaa.ne.jp/?p=6650
https://www.jaaa.ne.jp/?p=6650
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 読み取りやすいＱＲコード作成のポイント 

 

ＱＲコードは作成できるサイトやアプリケーションが増え、新聞広告でも目にします。た

だ、その中には本来白黒で構成されるコードに灰色のモヤモヤが混じっていたり、コードが

小さすぎたりして、機器によっては読み取りできない状態で入稿される事があります。 

そこで、新聞広告で読み取りやすいＱＲコードを作成するための留意点を記します。 

 

・ＱＲコードに必要な大きさを知る 

 ＱＲコードは複数の四角い点(セル)で構成されています。ＱＲコードに必要な大きさは

「１セルの大きさ」と「セル数」から計算します。 

新聞広告に掲載する場合、 

「１セルの大きさ 0.34mm」×（「セル数」＋８）＝必要な大きさ です。 

※８はＱＲコード周辺に必要な余白セル分。 

 

 なぜ「１セルの大きさ」０.３４ｍｍなのか。 

新聞では 0.021mm ほどの点から印刷できますが、新聞が１時間に最大 18 万部と

いう速度で印刷する事やＱＲコードを読み取る機器の制限から、１セルの一辺を 16

個以上の点で表現した方が良いと判断したため「１セルの大きさ」０.３４ｍｍ以上

を推奨しています。なお１セルの１辺を 12 個 (0.25mm) 未満で表現した場合、読

み取れないケースが激増しました。１セルをより大きく作成するとより読み取りや

すいコードになります。 

 「セル数」とは 

ＱＲコードのセル数は情報量が増えるにつれて１辺２１セル(バージョン１)から縦

横４セル単位で増えていきます。それに伴いＱＲコードに必要なサイズも大きくな

ります。上記の式に当てはめると１辺５３セル(バージョン９)の場合は 0.34×

(53+8)=20.74 で 20.74mm 以上が必要と算出できます。もしＱＲコードのスペース

が限られている場合は、長いＵＲＬなら短くするサービスを利用する、テキストな

ら推敲するなど、無理に縮小しない方法を考えてください。 

  

 

 

 

  

バージョン４ バージョン１８ 
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・ＱＲコードの保存形式にベクター形式（ＥＰＳ等）を選ぶ 

 作成したＱＲコードは様々な形式で保存できますが、新聞広告で使用する際はＥＰＳな

どのベクター形式での保存をお勧めします。逆にラスター形式であるＧＩＦ・ＰＮＧ・Ｊ

ＰＥＧ(ＪＰＧ)形式はお勧めしません。 

 なぜＥＰＳなのか 

印刷で使用するためにはＣＭＹＫカラーをサポートする必要があります。ＲＧＢカ

ラーしかサポートしていない保存形式からブラック版のみに変換する際、白と黒以

外の色が発生したり、不適切な拡大縮小によってＱＲコードが歪んだりしてコード

が破損する原因になる事があります。変換によるトラブルを防ぐためにもＣＭＹＫ

モードをサポートし、拡大縮小による劣化がないベクター形式のＥＰＳ保存をお勧

めします。どうしてもラスター形式のデータしか用意できない場合は適切な変換と

調整をお願いします。 

 

 

※以下のＱＲコード作成方法は一例です。他の作成方法を否定するものではありません。 

利用など自己責任でお願いします。弊社は一切責任を負いません。 

 

・ＱＲコード作成方法 

1. https://m.qrqrq.com/ （クルクルマネージャー）にアクセス。 

2. ＱＲコード化するＵＲＬを該当欄に入力し、作成する。 

3. サイズオプションを選び、作成したＱＲコードのセル数を確認する。 

※0.34×(セル数+8)でＱＲコードの推奨サイズを算出し、確認後に閉じる 

4. ＥＰＳでダウンロードする。 

※ＥＰＳデータはＣＭＹＫカラーで作成されている 

5. イラストレーターにＥＰＳを配置して埋め込む。 

※縦横比を維持して拡大・縮小可 

6. 埋め込むとパス化されるのでグレースケールに変換する。 

※ＱＲコードが適正なサイズか確認する。 

7. 原稿をＮ－ＰＤＦで保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 

https://m.qrqrq.com/
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