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それ以外のＮＷ提携紙については異なる場合があります。
必ず別途、問い合わせ・確認の上、入稿してください。
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基本的な注意事項

■入稿可能データ
　ｌｌustrator CS5まで。
　印刷用PDFの場合は、P6に記載の方法で作成してください。
　※Word、Excel、PowerPointで作成のデータは不可

■入稿に必要なもの…入稿方法はP7に記載
　1）データ（CD-R、DVD-R、MOに格納またはメール入稿）
　2）出力見本（出力紙2枚、メール入稿の場合は見本PDFを添付）
　　※出力紙の場合は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。
　　　http://www.sendailiving.jp→ページ最下部「発行メディア・媒体資料」
　　　弊社指定のものをご使用ください。

広告主の明示

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。
（ただし、屋号・商標場度が周知されていて、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）

過去と同じデータ（在版）を使用する場合
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
・ 掲載基準に基づく事前審査が必要な場合があります。
　※医療、健康器具、美容関連の広告は特にご注意ください。 

・ 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。

・ 入稿されたデータは、当社では修正いたしません。
　データに不備があった場合は再入稿していただきます。

・ 本文が縦書きの記事型広告については、独自の掲載ルールを設定しています。
　事前にお問い合わせください。

※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、肖像権その他第三者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。
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制作の注意点

○ Illustratorでの注意点（1）

＜色指定＞
　・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。

＜オーバープリント＞
　・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。

＜色のかけあわせ（TAC値）＞
　・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。

＜広告のサイズ＞
　・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。

＜原稿サイズ＞
　・天地（タテ）

　・左右（ヨコ）

＜広告罫＞
　・広告原稿は全体を罫で囲んでください。
 BK100%の場合＝太さ0.3ポイント以上の罫線
　※全体にはっきりと可視できる地色が敷いてある場合、
  罫で囲まなくても構いません。
  地色…CMYKの濃度和が30以上、単色の場合は
  　　　C・M・Kは20％程度、Yは40％以上を推奨。
　※当社の判断で、入稿された後にケイ入れや濃度調整を
  お願いする場合もあります

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。

0.3pt

背景色
ケイなし

※インキ濃度和
30％以上を推奨

0.3mm 0.5mm

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 終面題字横

230mm 259mm 288mm 317mm 346mm 375mm 28mm

完全見開き 全　段 1/2段 1/3段企画 1/4段企画

523mm 250mm 124mm 80mm 58mm

1終面突出し

60mm

終面題字横

75mm
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制作の注意点

○ Illustratorでの注意点（2）

＜フォント＞
　・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。
　　※CS以降は「選択→オブジェクト→テキストオブジェクト」でも確認してください。
　・フォントサイズは、7ポイント以上での制作を推奨します。
　　※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。

＜レイヤー＞
　・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。

＜不要なオブジェクト＞
　・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。
 　×「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）

＜トリミング＞
　・画像等をトリミングする場合は、「クリッピングマスク」などでマスク処理してください。
 ※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。

＜画像をリンク＞
　・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/PSDかEPSで保存をしてください。JPG画像は不可。

＜保存形式＞
　・使用しているイラストレーターのバージョンによって、保存形式が違います。
  ┌ CS2以下のバージョン… EPS形式（.eps）
  └ CS3以上のバージョン…   A I 形式（.ai）

《注意！》
＜ブラックオーバープリントの設定＞
　・スミ（K)100％の部分は自動的にブラックオーバープリントがかかります。
　　（イラストレーターの属性で「オーバープリント」のチェックを外している場合でも）
　・写真などの上にスミベタを配置する場合に、重なった部分が一部濃く印刷されることがあります。
　  写真の上に配置する太文字など、広い範囲で重ねる場合はスミを99％に設定してください。

スミ1 0 0 ％ だとオ ー
バープリントがかかるた
め、下の図版が透けたよ
うに印刷されてしまう

スミを99％にすれば、
ブラックオーバープリン
トにならないため、綺麗
なベタになります。

下の写真の上に更にスミ版を印刷してい
るため、重なった部分が濃く印刷される

見た目ではブラック100％と
変わりません
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制作の注意点

○ Photoshopでの注意点

＜画像解像度＞
　・掲載サイズの実寸で解像度が350dpi。（リビングの出力線数は175線）
　　※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＞
　・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

＜保存形式＞
　・PSD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。
　 ※レイヤーは一つにまとめてください。　

※Photoshop以外のソフトで画像を作成の場合には
　eps形式で保存。
　■ EPSオプション…右図参照
　　・プレビュー＝TIFF8bit
　　・エンコーディング＝JPEG-最高画質（低圧縮率）
　　・他の項目＝すべてチェックを外す

※Photoshop以外のデータの場合でも
　JPG、GIF、BMP等の写真は使用できません。
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制作の注意点

○ 印刷用PDFで入稿したい場合

＜データ作成の注意点＞

　・印刷用PDFは、リビング新聞社ネットワーク共通の方法での作成をお願いします。
　 （データ入稿先は、7ページに記載）
　 下記ウェブサイトを確認の上、作成をお願いいたします。

　　http://www.sankeiliving.co.jp/tokyoliving/ny_guide/
　　（サンケイリビング新聞社内　シティ／リビング ネットワーク入稿用ディスプレイ広告制作ガイド）

　※入稿データは、上記ウェブサイトに記載されている方法で
　　正しく作成されているかどうかを確認（プリフライトの実行）の上、入稿していただきます。
　   解析でエラー表示がある場合は正しく印刷されない可能性があります ので、
　　再度、印刷用PDFを作成し、正しいデータを入稿してください。

　※入稿されたデータは、当社で修正やデータの調整はできません。
　　データに不備があった場合は再入稿していただきます。

◀［Illustrator 初期設定］［雑誌広告送稿用］など
　プリセットを［リビング入稿用PDF］以外の
　ものでPDF を作成したり、特色を残したり
　しますと左記の様にエラー表示となります。
　制作にご注意ください。
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入稿について

メール入稿の場合の注意点

※入稿メール受信時に、データが重すぎると正しく受信できないことが
　あります。各種ストレージサービスやクラウドサービスの利用を
　お願いします。
　ex. firestorage、データ便、DATA BOXなど

※メール入稿の場合は、作成データ（AIデータ、リンク画像など）を
　一つのフォルダにまとめ、圧縮してお送りください。
　データには「●●見本PDF」など、分かりやすい名前を付けてください。

P2に掲載の「入稿に必要なもの」が全て揃っていることを確認の上、
入稿アドレスまたは下記所在地まで送付ください。

メールで入稿いただく場合は、件名に
「掲載紙名、掲載号日付、広告件名」を必ず入力してください。

※記載がない場合、セキュリティの観点から、メールを開封しないこと
　がありますのでご注意ください。

※入稿は基本スケジュールの締切り時刻を厳守していただけますようお願いします。

senliv.koukoku@gmail.com

仙台リビング新聞社（業務・制作室）
☎：022-265-2511　ＦＡＸ：022-265-1610

宛先

入 稿 先
メ ー ル

例）4/1号　リビング仙台掲載の広告の場合

senliv.koukoku@gmail.com

4月1日号　リビング仙台　●●●広告

〒980-8585 仙台市青葉区中央2-8-13 大和証券仙台ビル4F郵送の場合



仙台リビング新聞社　データ内容確認書
記入日　　　年　　　月　　　日

広告主名 広告内容

掲  載  号

制作会社 電話

　要　 ･　不要

●制作環境

チェック欄

9. Illustrator、Photoshopともに正しい形式で保存されているか

※出力見本紙は原寸のものを添付して下さい

 2018年4月現在

7. 画像はリンクされているか（埋め込み不可）

8. 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

10. リビング仙台・シティリビングのデータに可視できるサイズ・色の囲みケイがついているか

※保存形式や仕様は入稿ガイドで
　確認してください

1. 囲みケイを含めて正しい原稿サイズか

2. フォントがアウトライン化されているか

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）

4. 孤立点、余分なポイントは削除されているか

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

入 稿 メ デ ィ ア

デ ー タ　返 却 WEBへの掲載
（電子ブックへの掲載）

  　　　　　　　　　　

チェック項目

可　 ･　不可

　□ リビング仙台　　　　□ シティリビング仙台
　□ リビング福島　　　　□ リビング郡山
　□ マ・シェリ盛岡
　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

月　　　日 号

　　　　　段　　全段 　･　 1/2段　・　その他　（天地　　　　　mm × 左右　　　　　mm）

　※リビング・シティの広告サイズについてはHP・媒体資料で、その他の媒体については各社にご確認ください。
掲載段数

　※エリアによって制作環境が異なりますので、その都度ご確認ください。

<備考>

5. カラーはCMYK、モノクロはグレースケールになっているか

制作担当者

　　CD-R　　・　　DVD-R　　・　　メール入稿

作　成
アプリケーション

Ｏ Ｓ 
　Macintosh　ver（　　　　　　　　　　　　　）

　Windows （　　　　　　　　　　　　　　） その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

 Illustrator　作成ver（　　　　　　　　　　）・保存ver（　　　　　　　　　　）

 Photoshop ver（　　　　　　　　　　）　　画像解像度（ 350dpi/inch 以上）

最終ファイル名


