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◆新聞広告デジタル制作について（2019年4月現在）PDF入稿 

＊新聞広告の制作実績がない社は、必ず一週間前に簡易データなどで事前チェックを受けて下さい。  

＊詳しくはこの「中日新聞グループPDF広告入稿ガイド」をご覧下さい。 

また、日本広告業協会発行の「N-PDF ver.1.2（2019）」に準拠しています。  

＊PDF入稿の最大の利点は、完成データの事前チェックができます。（Adobe Acrobat Pro Ver.9以降） 

今まで不備があった場合の流れは、弊社にデータ入稿後、専用機を使いチェックし、エラーが出た場
合、担当専任者が解析、不備の原因を調べ返却し、再度入稿していただくという、手間と時間がかか
る工程でした。 

これからは入稿データをPDFで作成する事により、今まで専用機で行っていたチェックをAcrobat 
Proの機能を使い制作者が事前にチェックできるようになります。 

＊PDF入稿はIllustrator CS2以降のバージョンが対象となります。EPS入稿に対応していないCS6以上
のバージョンから最新のCCにも対応しています。 

＊以下、Illustrator とAcrobat Proの設定方法、PDF入稿における基本的な注意事項と検証方法およ
び弊社仕様について記述します。詳しくは詳細頁を確認して下さい。  

（１）IllustratorとAcrobat Proの設定＜詳細は３ページ＞ 

➢ 設定ファイルのダウンロード 

➢ Illustrator へのセットアップ 

➢ Acrobat へのセットアップ 

（２）制作ソフトは今までと同様にIllustrator＜詳細は４～５ページ＞ 

➢ 大きく変わる設定＜4P＞ 

➢ 注意する設定＜4P＞ 

■外枠 

■適切なラスタライズ（透明効果） 

➢ 保存方法＜5P＞ 

（３）Acrobat Proでの検証方法＜詳細は６～10ページ＞ 

➢ プリフライトチェック＜6P～7P＞ 

■不備の無いレポート見本＜6P＞ 

■エラーが検出されたレポート見本＜7P＞ 

■パターンを使用した時の注意事項＜7P＞ 

➢ カラー画像の確認方法［出力プレビュー］＜8P＞ 

➢ モノクロ原稿の確認方法＜9P～10P＞ 

（４）その他PDF入稿の注意事項＜詳細は10ページ＞ 
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PDF入稿・EPS入稿の共通事項 
 2018年1月1日より弊社の単色印刷は全て掛け合わせ単色になります。単色印刷装置は廃止となり、

特色インクでの印刷はできませんのでご注意下さい。 

 広告の作成はIllustratorを推奨します。InDesignで作成する場合は日本広告業協会のマニュアルな

どを参照して下さい。 

（５）原稿サイズ＜サイズは最終ページ＞ 

日本新聞協会推奨のN-SIZEも入稿可能です。 

※ 小枠広告には必ず、罫を巻いて下さい。 

（６）Photoshop写真調整時の注意点＜詳細は11ページ＞ 

※ 各写真の解像度は紙面掲載サイズにトリミングした画像を240dpiに設定して下さい。 

（７）網点形状とハーフトーンスクリーンについて＜詳細は11ページ＞ 

（８）プラグイン/X tensionは使用不可  

（９）Illustratorでの注意点＜詳細は12ページ＞ 

CS6 以上のバージョンは必ず PDF 入稿（EPS のバージョンダウン保存不可） 

フォントは全てアウトライン化 

※ アウトライン化していない文字があった場合、文字化けして紙面化される恐れがあります。 

➢ スウォッチ使用時の注意 

➢ ゲラの印刷と保存時の注意 

完成データの確認 

※ 余白のチェック、カラーはさらにシャドウ部の総インク量チェックをお願いします。 

（10）ファイル名の付け方＜詳細は13ページ＞ 

（11）出力見本について＜詳細は13ページ＞ 

※ 出力見本（ゲラ）には、掲載日・銘柄・刊別・地域・サイズ・広告主名を明記して下さい。 

（12）使用するメディアについて＜詳細は13ページ＞ 

※ 原則CD-R 

（13）締切日・送稿に関して＜詳細は14ページ＞ 

※ ゲラ・CD-R（校了PDF／EPS）・データ確認書（PDFはプリフライトレポート）をセットにする。 
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Illustrator と Acrobat Pro の設定 
設定ファイルのダウンロード 
日本広告業協会の WEB サイトより規定の N-PDF 設定ファイルをダウンロードする。 
https://www.jaaa.ne.jp/2012/06/n_pdf/ 

注）改定などでアドレスが変わる場合があります。 

繋がらない場合は日本広告業協会のトップページより 

『JAAAの活動＞新聞委員会＞新聞広告デジタル制作･送稿ガイド』 

で規定のファイルを参照して下さい。 

 

IllustratorへのPDFプリセットの読み込み 

 

［編集］メニューから［Adobe PDF

プリセット］を選択。 

 

［読み込み］ボタンをクリックし、

ダウンロードした 

「N-PDF201207.joboptions」 

を読み込む。 

 

 

 

Acrobat Pro へのプリフライト設定の取り込み 

ダウンロードした規定の［カラー・単色専用、モノクロ専用プリフライトプロファイル］を、

それぞれAcrobatに取り込みます。 ※ Acrobat8以下は使用不可。 

 

 

 

 

 

 

 

［編集］メニューから［プリフライト］を選択。 
（Acrobat 9 は、［アドバンスト］から） 
［オプション］メニューから［プリフライトプロファイルを取り込み］ 
を選択し、カラーとモノクロそれぞれのプリフライトプロファイルを取り込む。 
「N-PDF2012カラー単色.kfp」「N-PDF2012モノクロ.kfp」 

N-PDF201207.joboptions 

 

https://www.jaaa.ne.jp/2012/06/n_pdf/
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制作ソフトは今までと同様に、Illustrator 

大きく変わる設定 

今まで新規で作成する時のアートボー

ド設定は A3 や A4 が主でしたが、PDF

入稿ではアートボード設定に原稿サイ

ズを入力します。 

アートボードサイズ＝原稿サイズ 

 

 

 

注意する設定 

■外枠 
アートボードの内側が、実データ領域になります。ほとんどのデータには外枠があり、  

外枠を引く場合に注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■透明 
品質の劣化を招く可能性があるため、 

適切な透明設定を行う。 

 

［効果］メニューの 

［ドキュメントのラスタライズ効果設定］を開き、 

［カラーモード］は［CMYK］を選択し、 

［解像度］を［高解像度 300ppi］に設定する。 

 

※ モノクロの場合、［カラーモード］は 

［グレースケール］ 
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保存方法 
プリセットしたPDF設定を使い、Illustrator

から最終入稿用PDFを作成します。保存用デ

ータについては再利用しやすいようにAI形

式で保存します。PDF形式の保存だけでは再

調整が簡単に出来ない事があります。 

※ Acrobat Distillerやその他のアプリケ

ーションから入稿用PDFデータの作成は不可。 

［ファイル］メニューから 

［複製を保存］を選択。 

［フォーマット］で 

［Adobe PDF（pdf）］を選択し、 

ファイル名と保存場所を指定して 

［保存］をクリック。 

［Adobe PDF を保存］ウィンドウで 

［Adobe PDF プリセット］を規定の『N-PDF201207』にする。 

［PDF を保存］をクリックし 
入稿用 PDF データの完成。 

最後に修正および保存用データと

して ［別名で保存］を選択し、  

フォーマットを 

［Adobe Illustrator (ai)］   

にして保存して下さい。 

※ 入稿用 PDF データでは、直し

や再利用時に透明効果が影響す

る画像や文字が分割され思った

ように使えない場合があります。 

 

 

 

 

注）写真など配置する画像は Photoshop で適切なトリミングとサイズ、解像度に変換して使

用して下さい。Illustrator での拡大縮小は最小限にします。 

 

 

 

 

 

07 
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Acrobat Pro での検証方法 

プリフライトチェック 
完成した入稿用PDFをAcrobat Proで開き、原稿の種類に応じてカラー単色用、モノクロ用のプ

リフライトプロファイルを用いて検証する。 

 

［編集］メニューから［プリフライト］を選択。（Acrobat9は［アドバンスト］メニュー） 

［プリフライト］に取り込んだ規定のプロファイルを選択し［解析］をクリック。 

 

■不備の無いレポート：サイズ確認後、送稿可 

 

PDFの仕上がりサイズは［結果］の情報として必ず表示されます。（  →  ） 

サイズとほかの情報項目に問題が無ければ送稿データとしてそのまま使用できます。 

問題がなければ［レポートを作成］、適当な場所に保存し印刷したプリフライトレポート結果

を添付して下さい。（保存内容はPDFレポートの概要）
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■エラーが検出されたレポート：送稿不可 

 

■パターンを使用した時の注意事項 

Illustratorで、パターンオ

ブジェクトを使用した場合、 

［4C または特色以外のカ

ラーを使用］のエラーが表

示されます。 

このエラーは、パターンオ

ブジェクトを分割・拡張処

理する事で回避できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリフライト結果のエラーや警告

情報をダブルクリックすると画像

内のどの部分なのか確認できます。 

 

プリフライトチェックで出るイン

キ総量の警告情報は、Illustrator

で色付けしたオブジェクトに対し

てです。 

（警告が出たら必ず確認し、250%を

越える部分は修正して下さい。） 

 

［画像の総インク量］、［オーバープ

リント部の総インク量］［グラデー

ションの総インク量］などは 

［出力プレビュー］での確認が必要

です。 

 

また最終 PDFから出力したゲラと照

らし合わせる事も重要です。 
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画像の総インク量を確認［出力プレビュー］ 

プリフライトチェックで確認できない項目があります。必ず［出力プレビュー］を利用して、

画像の総インク量をチェックして下さい。特色の有無や位置なども確認できます。 

［表示］メニューの［ツール］から［印刷工程］を 

選択し［出力プレビュー］をクリック。 

（Acrobat9は、［アドバンスト］メニューから） 
 
［領域全体をカバー］を選択して251%にする。総イ

ンク量250%を越える部分が緑色で警告表示されま

す。警告表示された部分にカーソルを移動すると

［色分解］ウィンドウに各色のインク量とトータル

インク量が表示されます。特色が検出された場合、

特色のチェックボックスをON･OFFする事で使われ

ている場所を確認することが出来ます。 

※プリフライト結果で白のオーバープリント（NG）やパターン（NG）、出力プレビューで総

インク量オーバーや特色使用、見た目の不備（上図）があった場合、IllustratorやPhotoshop

に戻り、エラーとなった不備を修正します。 

プリフライト結果と出力プレビューに不備が無い事を確認し、PDFデータを入稿して下さい。 

※中日新聞グループのRipはカラー原稿のK100%の塗りと線を強制的に乗せにします。抜き合

わせにしたい部分は必ずK99%にして下さい。 

Illustratorの乗算機能を使い分けPDF保存すれば乗せと抜き合わせを紙面化した時と同じ

イメージで［出力プレビュー］を確認する事ができます。詳しくは広告業協会推奨の乗算機

能［新聞広告デジタル制作ガイドN-PDF ver.1.2（2019）の9頁］をご参照下さい。 

251 

251 
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モノクロ原稿はオブジェクトがグレースケール化されているか確認 

Acrobatの検証でモノクロ広告にこのよ

うなプリフライトエラーが出た場合は、

ドロップシャドウやぼかし、不透明度な

どが使われている可能性があります｡

Illustratorへ戻り該当箇所をラスタラ

イズしグレースケール化します｡ 

 

Illustratorの［ウィンドウ］メニューよ

り［ドキュメント情報］を選択しパレッ

トを表示する。ドキュメントパレット右上のメニューより［選択内容のみ］のチェックを外し、 

［埋め込まれた画像］を選択、内容を確認。次に［オブジェクト］を選択し内容を確認する。 

下図を参考に［埋め込まれた画像］と［オブジェクト］の項目に不備がないか確認する｡ 

モノクロ入稿の場合NGと書かれた部分が使われていると、ほぼプリフライト検証でエラーとな

ります。グラデーションはグレースケールで作られているか確認して下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ウィンドウ］メニューから［分割・統合プレビュー］を選択し分割･統合プレビューパレッ

トを表示する。 

［更新］ボタンをクリック

し、ハイライトの［影響さ

れるすべてのオブジェク

ト］を選択。 

※ハイライトがグレーア

ウトされて選択できない

時でカラーのエラーとな

る場合は文字や画像の下

にカラーオブジェクトが

ある可能性があります｡ 

（［全てを選択］し［グレ

ースケールに変換］すれば

ほとんど解消できます） 

 

次頁の説明を参考に［影響されるすべてのオブジェクト］を解消します。

OK 

NG 

NG 

NG 

NG 

OK 
要確認 

要確認 

NG 

OK 
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分割・統合プレビューで色の付いた部分とそこに重なっている画像や文字を全て選択する｡ 

※分割･統合した画像は選択時の最前面オブジェクトに統合されるため、影響するオブジェク

ト上の画像は全て選択しないと上下が入れ替わる事があります｡ 

［オブジェクト］メニューよ

り［透明部分を分割･統

合...］を選択しプリセット

を［高解像度］に合わせ［OK］

する。 

 

※太めの線で作成した文字などは部

分的に形が変わる場合があるのでよ

く確認して下さい。 

分割･統合された画像はCMYKモードに変換される為、［全てを選択］し［編集］メニューの［カ

ラーを編集］から［グレースケールに変換］でモノクロ化する。 

※IllustratorCS2は［フィルタ］メニューの［カラー］より［グレースケールに変換］する。 

 

【その他の注意事項】 

⚫ N-PDF2012（カラー／モノ）で作成されたプリフライトレポートを必ず付けて下さい。 

プリフライト結果の右下にレポート作成ボタンがあるので、適当な場所に保存し印刷した

レポート結果を添付して下さい。（保存内容はPDFレポートの概要のみ） 

⚫ ゲラは入稿するPDFデータを再度開き原寸で印刷、校閲したものを添付して下さい。AIデ

ータの印刷とPDFデータの印刷では透明効果やぼかし部分などが違う場合があります。 

⚫ ゲラに掲載日･銘柄･刊別･地域･サイズ･広告主名を必ず記入して下さい。 

⚫ 持ち込むメディア（CD-R）には完成データだけを入れて下さい。 

（画像などの素材、プリフライトレポートなどはメディアに入れない） 

⚫ 画像はリンク配置せず必ず埋め込んで下さい。 

⚫ 画面上で白のオブジェクトや文字が乗せになっていないか確認するには 

Illustrator 

メニューの［表示］より［オーバープリントプレビュー］を選択でON・OFF 

Acrobat 

メニューの［環境設定］から［一般］の［ページ表示］を選択し 

［ページコンテンツの情報］内の［オーバープリントプレビュー］を［常時］にする。 

⚫ 今までEPS入稿で問題の無かった在版データや一部訂正のデータをPDFで入稿する場合で

も必ずプリフライトチェックと出力プレビューで検証を行ない、プリフライトレポートを

印刷して添付して下さい。 

全ての効果・フィルターメニュー・透明オブジェクトはCMYKでイメージ生

成される為、モノクロ広告のPDF入稿は透明オブジェクトをラスタライズ

（透明の分割・統合）し、グレースケールに変換する必要があります。 
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EPS 保存の場合は、オプションの「ポス

トスクリプトカラーマネジメント」にも絶

対にチェックを入れないで下さい。チェッ

クが入っていた場合、出力された画像が意

図しない色に変わる事があります。 

 

PDF入稿・EPS入稿の共通事項 

写真調整時の注意（プロファイルには非対応） 

 中日新聞グループにおけるTAC値（トータルインク量）は250％以下で設定して下さい。 お
勧めのカラー設定はJapan Color 2002 Newspaperです。PhotoshopのCMYK作業スペースに一度
設定すれば変更しない限り、修正後にRGBからCMYK変換する事によりTAC値は250％以下に収ま
ります。 写真のイメージモードは、モノクロはグレースケール、カラーはCMYKにして下さい。
カラー広告でもモノクロで表現したい場合はグレースケールの使用も可能です。 
※ RGBモードは使用不可です。エラーになります。 
 解像度は掲載サイズにトリミングした画像を240dpiに設定して下さい。大きな画像の
Illustratorでのトリミングや拡縮は最小限にして下さい。ただし二次元バーコード等を使用
する場合400〜600dpiのモノクロ２階調にして下さい。（Photoshopの保存形式やIllustrator
のバージョンにより配置時や保存後に、モノクロ２階調の画像が反転する不具合が発見されて
います。その場合はPhotoshopの保存形式を変更してご対応下さい） 

新聞印刷は中間調で20％以上のドットゲインがあります。50％に設定した色が印刷されると
70％以上の濃さになってしまいます。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

※ カラープロファイルの埋め込みには絶対にチェックを入れないで下さい。 

チェックが入っていた場合出力された写真が意図しない色に変わる事があります。 

Photoshop の保存形式は EPS / TIFF / Photshop (PSD) 形式を推奨します。 

網点形状とハーフトーンスクリーン使用時の注意 

弊社の網点は1200dpiの高精細網です。 

カラーについては大日本スクリーン製のFairdotというハイブリッド網を採用しています。 

網点線数 (カラー)FairdotC200 (AM200線相当)   (モノクロ)AM150線  

網点角度 (カラー)Fairdot (規則性なし)        (モノクロ)K:45°   

網点形状 (カラー)Fairdot (ハイブリッド網)    (モノクロ)スクエアドット  

 ハーフトーンを意図的に使いたい場合は、Photoshop のフィルター／ピクセレート／カラ
ーハーフトーンを使用して下さい。また入稿時には「○○の部分にハーフトーンを使用して
います」などの注意書きをお願いします。カラー原稿への使用はモアレが出る恐れがあるた
めお勧めできません。 
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Illustrator での注意点 
モノクロ原稿はグレースケールで、カラー原稿はCMYKで色指定して下さい。 
弊社ではカラー原稿の場合K100％の塗りと線に対して、強制的にオーバープリントが設定さ
れます。K100%の太字やベタが紙面化された時に背面の色や写真に影響されたくない場合は
K99％に設定して下さい。Illustratorの乗算機能を使い分ける事により乗せと抜き合わせを
イメージ通りに紙面化する事も可能です。 
（Illustratorのオーバープリント機能には対応していませんが乗算機能は有効です） 

※Illustrator のプロファイル設定項目は使用しないで下さい。 

設定が入っていた場合出力された広告が意図しない色に変わる場合があります。 

スウォッチ使用時の注意 
※スウォッチでスポットカラー（特色）やグローバルカラーなどを使用した場合は必ずCMYK
に変換して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 完成データはそのまま紙面化

できる状態にして下さい。媒体

情報やトンボ、用紙設定の外側

に置いてある画像などは必ず

削除して下さい。 

 赤丸印の情報は実データに必

要ありませんが、余白が必要な

広告には断ち切りトンボの付い

た見本を付けて頂けると弊社か

らサイズ確認の問い合わせをす

る事はありません。 
 

Illustratorは使用したバージョンで保存して下さい。下位バージョンに下げるとデザインが

変わってしまう事があります。 

EPSの対応バージョンはCS5.5までです。CS6以上のバージョンは必ずPDF入稿して下さい。 

※ラスタライズや分割・統合などで解像度を選択できる場合は必ず高解像度に設定して下さい。 

中解像度以下に設定した場合（デフォルトは中解像度）影響する文字がにじむ場合があります。 
Illustratorで配置する画像は全て埋め込んで下さい。画像を修正した場合は、必ず再配置し
保存して下さい。 
 罫線は0.25pt以上の線幅を使用して下さい。0.25pt未満の罫線はかすれることがあります。
また罫線をアウトライン化した場合は変倍しないで下さい。罫の太さが変わってしまいます。 

保存時の注意とゲラの印刷 
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ファイル名の付け方 使用例（記事下・小枠・特契・単色） 

ファイル名は掲載日・銘柄・刊別・地域・広告主・サイズ・色別の順で作成して下さい。  
 英数字はすべて半角でお願いいたします。  

（例１）７月１日付け 中日新聞朝刊掲載 ５段モノクロ 広告主「中日自動車」  

→0701中日M中日自動車5d01  

（例２）７月１日付け 東京新聞夕刊掲載 ５段フルカラー 広告主「中日不動産」  

→0701東京E中日不動産5d4c01  

（例３）７月１日付け 北陸中日新聞朝刊掲載 ７センチ１段 広告主「中日バス」  

→0701北中M中日バス7×1d01  

（例４）７月１日付け 中日新聞朝刊静岡掲載 ５段 特契 広告主「中日予備校」  

→0701中日MT 静岡中日予備校5d01  

（例５）７月１日付け 中日スポーツ掲載 ２段２分の１単色カラー 広告主「中日乳業」  

→0701中ス中日乳業2d1/2 1c01  

＊ 掲載日を４桁で表示。（特契の場合は、掲載開始日）  

＊ 銘柄は２文字（中日、中ス、東京、東中、北中、県福など）で表示。 

＊ 掲載地域も２文字（岐阜、千葉など）〜３文字（中南勢など）で表示。 

＊ 刊別は朝刊＝M、夕刊＝E、サイズはすべて半角、色別はフルカラー＝4c、単色＝1cで表示。 

＊ 特契の場合は、銘柄・刊別のあとにTを入れる。 

＊ 最後に識別子を入れてください。最初は01、訂正が入る毎に02、03・・となります。 

カラー広告の掲載紙別出力見本の枚数（モノクロは掲載紙ごとに 1 枚） 

カラー・モノクロ・単色問わず出力見本が掲載紙ごとに最低１枚必要です。 

※出力見本（ゲラ）には、掲載日・銘柄・刊別・地域・サイズ・広告主名を明記して下さい。 

カラー広告で印刷工場用色見本を添付する場合は銘柄・刊別・掲載地域によって必要枚数が

異なります。特に掲載地域を限定する場合は必ず各本社広告整理部担当者に確認願います。 
 

 朝 刊 夕 刊 スポーツ 

中 日 ２２ １１ １５ 

東 京 ８ ８ ３ 

北 中 ３ ３ − 

県 福 ４ − − 

※印刷工場用色見本を添付する場合の注意。 

印刷工場用色見本とはNSAC2017準拠もしくは同等品質の色ゲラのことを指します。 

弊社の印刷用色見本はNSAC2017に準拠した調整をしています。（C-NSAC2020） 

NSAC2006などのデータで忠実な色再現を希望される場合は必ず色ゲラを添付して下さい。 

使用するメディアについて 

 入稿するメディアは原則CD-Rを使用して下さい。１掲載に付き１メディアを使用して下さい。
ただし、同じ広告主で銘柄及び色別が共通の場合は複数のデータを１つのメディアに入れても構
いません。また、返却を希望される場合は必ず入稿されるメディアに広告会社連絡先を明記して
下さい。連絡先の明記がない場合は返却出来ません。 掲載日より２か月経過後は破棄します。 
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締切日・送稿に関して 

１） モノクロ 

  朝刊は組日夕方５時まで・夕刊は前日まで（日・祝除く） 

２） カラー・単色 

  朝夕刊とも発行本社に組日３日前まで（日・祝除く） 

※ゲラ・CD-R（校了 PDF／EPS）・データ確認書（PDF はプリフライトレポート）をセットにする。 

※中日新聞グループのデジタルセンドを利用したオンライン送稿はPDFのみの対応です。  

【お問い合わせ先電話番号】 

中日新聞名古屋本社 広告局整理部 ０５２－２２１－０７１６ 

中日新聞東京本社  広告局整理部 ０３－６９１０－２５０７ 

原稿サイズ 詳細（刷寸） 

天  地  左  右    小  枠 （W×H） 

1 段 32mm  全幅 382mm  
記
事
中 

1 面･社会面･その他 60mm×39mm 

2 段 66mm  １／２幅 190mm  テレビ面（中日） 69mm×32mm 

3 段 101mm  １／３幅 126mm  単独 29mm×39mm 

4 段 135mm  ２／３幅 253mm  

突 
 

出 

５Ｌ 50mm×83mm 

5 段 170mm  １／４幅 94mm  ６L 60mm×83mm 

6 段 204mm  ３／４幅 285mm  テレビ面（中日） 79mm×101mm 

7 段 239mm  １／５幅 75mm  テレビ面（東京） 94mm×101mm 

8 段 273mm  １／６幅 62mm  ５H 50mm×125mm 

9 段 307mm  １／７幅 53mm  ＷＬ 65mm×83mm 

10 段 342mm  １／８幅 47mm  ＷＨ 65mm×125mm 

11 段 376mm  見開き 788mm    題字下 32mm×62.5mm 

12 段 410mm  ノ ド 21mm    まんが下 53mm×39mm 

13 段 445mm       記事ばさみ  9mm×39mm 

14 段 479mm       天気窓（中日） 24mm×60mm 

15 段 514mm     中
ス･

東
中 

記事中 69mm×32mm 

      突出 51mm×66mm 
 
サイズは本紙・スポーツ紙、カラー・モノクロ共通です。 
日本新聞協会推奨のN-SIZEも入稿可能です。 
※小枠広告には必ず、罫を巻いて下さい。 
※小枠広告で上記以外のサイズは「小枠広告ガイド」をご参照ください。 


