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○ 2011 年 12 月　  3.0 版発行

○ 2012 年   2 月　  3.1 版改訂（2-5 PDF 出力＆チェック内に ” ロゴ・文章等を含む画像データの取り扱いについて ” を追加）

○ 2012 年   8 月　  3.2 版改訂（日経ウェブ便対応及び英文日経に関して追加、画像のダウンサンプルに関して内容変更）

○ 2013 年   4 月　  3.3 版改訂（2-1 制作環境内に " 原稿データサイズについて ” を追加、PDF 出力の画像圧縮方法を訂正、

                                                      日本新聞協会 "N-SIZE" に対応）

○ 2013 年 12 月　  3.4 版改訂（THE NIKKEI WEEKLY に関する項目を削除、その他訂正）

○ 2014 年   6 月　  3.5 版改訂（NICS プルーフについて、入稿締切日の表記変更、カラーエリア・N-SIZE の追加）

○ 2015 年   7 月　  4.0 版発行  全面改訂

○ 2017 年   4 月　  4.1 版改訂（原稿データ入稿締切、紙色見本持ち込み、新聞社罫の項目を変更）　

○ 2017 年 10 月　 4.2 版改訂（茨城工場分の印刷移転に伴い紙色見本枚数を変更、また福島県一部のカラーエリア・文             

　　　　　　　　　　　　　　　化面カラーエリアを変更）

○ 2018 年　7 月    4.3 版改訂（モノクロ原稿※の入稿締切を変更、出版広告用 N-SIZE を追加、朝刊及び朝刊文化面カラー

　　　　　　　　　　　　　　　エリアを最新の情報へ更新）※日曜日付朝刊スタイル面を含む。

○ 2019 年　1 月    4.4 版改訂　北海道版＝ 24 個面カラーエリアへ移行につき朝刊カラーエリア及び朝刊文化面カラーエリ

　　　　　　　　　　　　　　　アを変更。

○ 2019 年　5 月    4.5 版改訂　播磨工場印刷開始に伴い朝刊カラーエリア及び朝刊１面・文化面カラーエリアを更新。

　　　　　　　　　　　　　　  あわせて紙の必要色見本枚数表を変更。

Change Log
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＜ PDF/X-1a : 2001 主な概要＞
    ○ PDF バージョン : 1.3

　 ○透明効果はサポートされない
　 ○カラーモードはグレースケール／ CMYK ／特色のみ（RGB ／ Lab は不可）
　 ○画像は掲載実画像（OPI は許容しない）
　 ○フォントは埋め込みかアウトライン化
　 ○トランスファ関数／ハーフトーンスクリーン情報はなし
　 ○暗号化は不可

1.PDF

対応PDF形式

日本経済新聞各紙に掲載する広告原稿は以下の PDF 形式で入稿してください。

PDF/X-1a : 2001

○従来からの入稿ファイル形式です。
日本経済新聞の広告原稿制作手順につきましては、日本広告業協会発行の「新聞広告デジタル制作ガイド
　N-PDF ver.1.1(2012)」へ準拠となりました。この N-PDF は日本広告業協会が日本新聞協会の協力
のもと各地に所在する新聞社 73 社でのチェックやアンケートを踏まえ「新聞広告の PDF 制作基準」とし
て策定したものです。
今回 N-PDF 準拠となり日経従来の制作方法と比較し、オーバープリントに関する表現手順は変更となり
ます。詳細は上記制作ガイドをご参照下さい。

PDF

X-1aN-PDF
ver.1.1(2012)

新聞広告デジタル制作ガイド

▶制作
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PDF/X-4

○弊社では APPE(Adobe® PDF Print Engine) を搭載した RIP 装置を導入しており、透明部分の処理を
ネイティブに行える PDF/X-4 形式での入稿も可能です。制作の際は以下の点に留意して下さい。

●広告原稿の制作方法は基本的に透明処理以外は PDF/X-1a と同様となります。プリフライ
トチェックは「PDF/X-4 への準拠を確認」にて行って下さい。
●透明効果を維持したまま RIP 処理します。PDF/X-4 形式で入稿する場合、透明効果の分割・
統合処理は不要となります。
● PDF/X-4 の仕様として RGB のカラーモード及びレイヤーを含み出力できますが、必ずカ
ラーモードはグレースケールまたは CMYK とし、レイヤーは PDF へ出力する前にまとめて
ください。

＜ PDF/X-4 主な概要＞
　 ○ PDF バージョン : 1.6
　 ○透明効果をサポート
    ○レイヤーを含むことができる
　 ○カラーモードはグレースケール／ CMYK ／特色／ RGB ／ Lab 等
　 ○画像は掲載実画像（OPI は許容しない）
　 ○フォントは埋め込みかアウトライン化
    ○トランスファ関数／ハーフトーンスクリーン情報はなし
　 ○暗号化は不可

PDF

X-4

”N-PDF” で制作したPDF/X-1aとX-4原稿は、日経・インテッククラウドサービス（NICS）
のデータチェック機能で事前に確認を行うことができます。
（6ページのご案内先へお問い合わせ下さい）

！
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2. システムサービス

日経ウェブ便

○日本経済新聞社への新聞広告申し込み及び広告原稿の入稿はすべて「日経ウェブ便」を利用していただ
きます。
原稿入稿後は日経ウェブ便より RIP 処理後の掲載イメージが PDF にて確認することができます。
詳細は紙面編成部・日経ウェブ便担当までお問い合わせください。

○日経・インテッククラウドサービス（NICS）では高品質ディスプレイによるモニタープルーフ機能や広
告原稿データのチェック機能、クラウドを利用した審査機能など、広告制作業務を円滑にサポートするシ
ステムを展開しています。このサービスに関するお問い合わせ • 資料のご請求は以下までお願いします。

日経・インテッククラウドサービス有限責任事業組合（NICS）
〒 100-8066　東京都千代田区大手町 1-3-7　日本経済新聞社東京本社ビル 13F
http://www.nicsproof. jp　／　メール : nicsinfo@nicsproof. jp

日経・インテッククラウドサービス
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3. 資料

PDF原稿データ入稿締切

紙色見本の持ち込み •発送
○紙色見本の持ち込みは各印刷工場ごとの宛名※付き封筒（角２サイズのみ）に紙色見本を封入し紙
面編成部の指定ボックスへ投函して下さい。
※封筒用の工場ごと宛名や発送方式の詳細は紙面編成部にてデータファイルでお配りしています。

○紙色見本の発送は以下の曜日です。
　　　＜毎火 • 土曜日の週 2 回＞
※発送日が祝日の場合、前日へ発送繰り上げもしくは発送中止になります。
※発送回数や発送曜日は将来変更する可能性があります。最新の情報は紙面編成部までご確認下さい。

必要色見本枚数

●モノクロ
●モノクロ二連版
●スポットカラー

掲載日 2 営業日前正午まで

掲載日４営業日前まで

掲載日２営業日前正午まで

※スポットカラー用インキの色番号・分量の連絡は
掲載日７日前（特殊インキは 10 日前）までに。

□本紙朝夕刊
□ SS/MJ/ 本紙二連版

●日経ヴェリタス ４色カラー
モノクロ

掲載日３営業日前正午まで

掲載週火曜日まで
掲載週水曜日正午まで

掲載日 3 営業日前正午まで
●４色カラー

●日経プラスワン ４色カラー
モノクロ

掲載週火曜日まで
掲載週水曜日正午まで

「NIKKEI The STYLE」日曜日付朝刊紙面内 原稿入稿締切
４色カラー
モノクロ

掲載週水曜日まで※
掲載週木曜日正午まで

※ NIKKEI The STYLE は紙面制作の都合上、４色広告の入稿締切が他面より１日早くなっております。ご注意下さい。

※法定公告及び臨時もの広告は除く。

             スポット            42            23             35             34             20            19             18               -              41            35 

４色           42            23             34             33             19            21             19              8              40            37

 M 全         M 単         M24          E 全           E 単          産業           MJ             VS              P1          M別  



8

左　右
申込サイズ 原稿サイズ

全幅 380.0㎜
２割 189.5㎜
３割 126.0㎜
４割 94.0㎜
５割 75.0㎜
６割 62.0㎜
７割 53.5㎜
８割 46.5㎜
９割 41.5㎜
10 割 37.0㎜
11 割 33.5㎜
12 割 31.0㎜
13 割 28.5㎜
14 割 26.5㎜
二連版 786.5㎜

天　地
申込サイズ 原稿サイズ

15 段 512.5㎜
14 段 478.5㎜
13 段 444.0㎜
12 段 409.5㎜
11 段 375.5㎜
10 段 341.0㎜
９段 306.5㎜
８段 272.5㎜
７段 238.0㎜
６段 203.5㎜
５段 169.5㎜
４段 135.0㎜
３段 100.5㎜
２段 66.5㎜
１段 32.0㎜

一般原稿サイズ 雑報広告原稿サイズ

左　右 天　地
題字下 32.0㎜ 66.5㎜
題字横・MJ 題字下 70.0㎜ 32.0㎜
記事中 70.0㎜ 32.0㎜
突き出し 52.5㎜ 66.5㎜
単独記事中 35.0㎜ 32.0㎜
記事挟み 10.0㎜ 32.0㎜

日経ヴェリタス

左　右 天　地
フルページ 246.0㎜ 364.0㎜
スプレッド 509.0㎜ 364.0㎜

※表記以外の特殊スペース等は紙面編成部の担当へ
ご確認ください。

原稿サイズ表

15 段        511 ㎜
10 段        339 ㎜
  7 段　　237 ㎜
  5 段　　168 ㎜
  3 段　　100 ㎜
  2 段　　  66 ㎜
  1 段　　  32 ㎜

二連版       784 ㎜
全幅　　  378 ㎜
1/2 幅        188 ㎜

＜日経基本サイズ＞

＜N-SIZE（日本新聞協会推奨制作サイズ）>

※日本経済新聞では N-SIZE ご利用の広告原稿は、＜縦横比を保たず＞＜拡大・縮小を行い＞広告掲載いたします。

１面出版広告用

○１面出版広告を上記 N-SIZE で制作の際は弊社指
定の ” 囲み罫 ” データを必ずご利用下さい。
囲み罫データの詳細は弊社出版広告営業担当または
紙面編成部までお問い合わせ下さい。
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新聞社罫について

記事体広告 記事体広告

記事体広告

純広

記事体広告

純広

記事体広告

Ａ社純広Ａ社純広

Ａ社純広Ｂ社純広

記事体広告

Ａ社純広Ａ社純広

Ａ社純広Ｂ社純広

○以下の図は新聞社判断で全面広告に社罫を巻く基本的なケースです。特別な広告原稿の制作意図等
により社罫巻きを希望しない場合は紙面編成部割付担当へご連絡下さい。広告内容を勘案し、新聞社
罫の有無を判断いたします。

● 15 段すべて記事広・広告罫巻き無し

●記事広＋純広・広告罫巻き無し

●記事広＋２社以上の純広を合わせた企画等・広告罫巻き無し
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朝刊カラーエリア

■東京本社版
　茨城県　栃木県　群馬県
　埼玉県　千葉県　東京都
　神奈川県　静岡県　山梨県
■名古屋支社版
　岐阜県　愛知県　三重県（一部除く）
■大阪本社版
　滋賀県　京都府　大阪府
　兵庫県　奈良県　和歌山県
　福井県（一部）　三重県（一部）
　岡山県・鳥取県（2019年 5月〜）　
■広島工場印刷分
　島根県　広島県　山口県（一部除く）
■西部工場印刷分
　山口県（一部）　福岡県　佐賀県
　大分県　長崎県　熊本県（一部除く）
■北海道版（2018年 12月〜）

　北海道

約 194 万部

24個面カラーエリア

20個面カラーエリア

16個面カラーエリア
東京本社版

名古屋支社版

大阪本社版

西部支社版

北海道版

（2019 年 5 月現在）
※カラーエリア及び部数はマニュアル作成時のものです。最新の情報は紙面編成部へご確認ください。
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朝刊１面・文化面（最終面）カラーエリア

北海道　新潟県　茨城県　栃木県
群馬県　埼玉県　千葉県　東京都
神奈川県　静岡県　山梨県　岐阜県　
愛知県　三重県　滋賀県　京都府
大阪府　兵庫県　奈良県　和歌山県
福井県（一部）　岡山県　鳥取県
広島県　島根県　山口県　福岡県　
佐賀県　長崎県　大分県　
熊本県（一部除く）沖縄県

約 201 万部

（2019 年 5 月現在）
※カラーエリア及び部数はマニュアル作成時のものです。最新の情報は紙面編成部へご確認ください。



※ Adobe  Adobe ロゴ  Adobe PDF Print Engine  Adobe PDF は Adobe Systems incorporated（アドビシステム
ズ社）の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

デジタル入稿ABC

㈱日本経済新聞社
メディアビジネス
クロスメディアユニット　紙面編成部
℡　03-6256-7471


