紙原稿の作成
■カラー原稿について

●紙の色による仕上がりの変化

私製の原稿用紙を使う場合、出来るだけ真っ白で凹凸の少な
い紙をお勧めします。原稿用紙に紙色がついていたり凹凸が
あったりすると、それを機械が読み取り、再現してしまう可
能性があります。また市販の原稿用紙をご使用になる場合、
内枠や仕上がり線に青いライン等が入っている「本文原稿用
紙」は使用しないで下さい。カラーの印刷ではこのような色
もくっきりと再現されてしまいます。
必ず「表紙用原稿用紙」をお使い下さい。
汚れ等の修正を希望する箇所、文字等の指定書は原稿用紙に
トレーシングペーパーを被せ、その上からお書き下さい。
特に文字指定に関しては、出来るだけ正確にご記入下さい。
位置やフォントの大きさ・色・加工等をわかりやすく明記し、
ご入稿時にも直接担当者に説明して頂ければより確実です。
また、印刷するサイズと原稿のサイズが違う場合には、
必ず作成された原稿のスケールで指定書をご記入下さい。

紙の色によっては

→

こうなります

※紙色を飛ばすと以下の影響があります
１：低濃度の色が飛んでしまう
２：紙色の色味が抜けてしまう
１は淡い色合いに影響が出やすくなり、
２に関しては紙の色が黄色がかっていた
場合、全体的に黄色味が抜けた様な色味
になってしまいます。

●スキャン可能なサイズ

当社ではカラーの場合、全てスキャニング処理を行ってデー
タ化した原稿で作業を進めます。
その為、スキャン可能なサイズにご注意下さい（右図参照）
。

■の範囲：使用可能な原稿の最大サイズ
320 × 450mm
■の範囲：スキャン可能な最大サイズ
304 × 432mm
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※使用する原稿用紙は■の範囲内で、
必要な絵柄等は必ず■の範囲内で
作成して下さい。
原稿用紙が■より大きいか、
必要な絵柄が■より大きくなる場合には、
入稿前にご相談下さい。

■しわと貼り込み

●貼り込み等の印刷見本

原稿がしわになったり、貼り込みがされていた場合、その箇
所に影が出てぼやけてしまいます。貼り込みが厚いと境目の
影が特に出やすくなります。また、貼り込んだ紙の下に絵柄
があると透けて見える事があります。これらに関しては当社
で修正する事が出来ませんのでご注意下さい。

■プリントアウトしたものを原
稿に使用する
プリントアウトした原稿は網点の集合で表現されています。
これをスキャン（データ化）すると、網点と画素が干渉して
モアレが起こります（8P 参照）。
当社で作業をする際、モアレが目立たない様に処理をします
が、再現性が落ちてしまいます。データがお手元にある場合
には極力データでのご入稿をお願い致します。

■蛍光色や光沢のある紙について
蛍光色や金・銀等の反射率の高い画材を使用すると正確な色
が再現できません。シルバー合成で発注される際にも使用し
ないで下さい。

線画の上に絵を貼り、さらにその上に
厚いロゴを貼ったイメージ画像

●蛍光色＆光沢色をスキャンした場合の色の変化

※スキャナはデータ化して
取り込む際に光を当てて
読み取る為、蛍光色や反
射しやすい色は乱反射を
起こし、正確に読み取れ
ません。

■表紙の文字指定について
文字入れの指定は原画にトレーシングペーパーを被せてその

●原稿にトレーシングペーパーを重ねる

上にご記入下さい。もしくは、原画のコピーにご記入頂いて
も構いません。
その際、原稿と位置を合わせる為のトンボをご記入下さい。
色指定はＣＭＹＫの％表記でご指定下さい。
DIC 番号等で指定されると仕上がりイメージとずれが生じ
る場合があります。

●文字指定の例
下の画像は文字指定の例です。
文字指定をされる場合には、下の図を参考にして下さい。
使用できるフォントは「同人誌専用印刷発注所セット」に収
録している「2011 年度版フォント見本」をご参照下さい。

日の出の伝説

仕上りから
1cm

原稿用紙にトレーシングペーパーを重ねます。
重なる位置が分かるように、トレーシングペーパー
にもトンボを付けます。

仕上りから 1cm

表 1 文字は
「M100 , Y100」
の赤色

15cm

表 4 文字は
「K100」
の黒色
仕上りから 17.5cm

Legend of HINODE

1.5cm

小文字

・文字のフォントは全て「DFP 麗雅宗 W9」

「L」と「HINODE」
は大文字

・文字サイズは長辺を優先して合わせて下さい
※文字の縦横比はそのままで ( 変形不可 )

紙原稿の作成

6cm

3cm

空き幅は均等
( 左右センタリング )

文字指定の例

左の指定を元に文字入れを行った例

■モノクロ原稿について
見出し

本文用の原稿用紙には「同人誌用」と「投稿用」の 2 種類

●原稿用紙別のサイズと縮尺率

のサイズが有ります。
「同人誌用」は仕上がりサイズが 257 × 182mm(B5 原寸 )
で出来ており、B5 サイズ以下の原稿を作成する際に使用さ
れます。
「投稿用」は仕上がりサイズが 220 × 310mm になってお
り、A4 サイズ以下の原稿を作成する際に使用されます。
投稿用で A5・B6 等の小さいサイズの原稿を作成すると、
縮小率の関係で細かなトーンや細い線が印刷に出にくい、濃
度の高いトーンが潰れてベタになる、等の不具合が生じる場
合があるので注意が必要です。
一つの製本物で異なるサイズの原稿用紙を使用することは可
能ですが、なるべくまとまったページでご使用下さい。
尚、データとの混在で原稿を作成する場合は、データ部分の
原稿は必ず原寸サイズで作成して下さい。

■作成前の注意点
●画材について
インク・ペン等は真っ黒なものをお使い下さい。

紙原稿の作成

鉛筆・薄墨等、黒の濃度が低い画材は再現不可です。
水性ペンは元が黒でも、消しゴムをかけると黒濃度が下がり、
線がかすれたり飛んだりする可能性があります。
また、ボールペンも黒濃度が低いものや、線が中抜け状態に
なっているもの等、印刷に適さない場合がありますのであま
りお薦め出来ません。
ベタを塗る際に水分を多く含むものを使用すると、原稿が波
打って浮くことにより、正しく製版されない恐れがあります
ので、油性マジック等原稿が反らない画材をお使い下さい。
下描きの鉛筆線が残っていると部分的に印刷に出てしまいま
すので、必ず下描き線は全て消して下さい。
また、下描きやトーン指定に色鉛筆を使用される場合も、
濁っ
た色のものは鉛筆と同じく印刷に出てしまう可能性がありま
すので、ご使用になられる場合には薄い水色・黄色で力を入
れずにお描き下さい。
( 蛍光ペンの黄色は比較的安全です )

●プリントアウトした物を原稿として使う場合
製版機の性能上、黒以外の色は完全に再現されない為、プリ
ントアウトした物を原稿に使用する場合は、必ず黒一色で出
力して下さい。
写植文字の場合もカラー出力ですと文字の線が非常に飛びや
すくなります、また、細かい白抜き文字は潰れて読みづらく
なってしまいます。
プリンタの設定上黒一色での出力が困難な場合は、一度コ
ピー機でモノクロコピーしたものを使用して下さい。
また、出力の際に普通紙を使用されると、インクがにじんで
文字がぼやけたり潰れたりする事がありますのでお気を付け
下さい。

仕上がりサイズ別の縮尺率

原稿用紙の
断ち切り寸法

同人誌用原稿用紙

257×182mm

投稿用原稿用紙

310×220mm

A4

B5

116％ 100%
96%

83%

A5

B6

82%

71%

68%

59%

市販の原稿用紙のご使用を推奨します。
私製の原稿用紙を使う場合、必ず全ページにセンタートンボをお付け下さい。
その際、ズレていたり曲がっていると正しく面付けが出来ませんのでご注意下さい。
上記以外の倍率も可能ですが、縦・横の比率を必ず合わせて下さい。
また、極端な拡大・縮小は限界がありますので、事前にお問い合わせ下さい。
例：367 × 260mm の 70% 縮小＝ B5 サイズ
263 × 185mm の 80% 縮小＝ A5 サイズ

※規格寸法のサイズです

●使用画材について

印刷に適した画材

印刷に適さない画材

・製図用インク

・鉛筆

・墨汁

・水性ペン

・マジックインキ

・ボールペン
・薄墨などグレーのもの

●カラー出力された文字

カラー出力

モノクロ出力

カラー出力されたものは、肉眼では黒いように見えても実際にはカ
ラーの点で構成されているので、黒以外の部分が飛んでしまい文字
が掠れたりして綺麗に再現することが出来ません。

●白抜き文字

極端に線の細い書体や、出力の際にイ
ンクが滲み文字がきちんと白く抜けて
いないモノは、細かな部分が潰れやす
くなります。

■スクリーントーンについて
●細い線と濃いグラデーションが混在する場合

トーンはしっかりと圧着して下さい。圧着が不十分ですと作
業途中に剥がれてしまう危険性があります。
また、過度な重ね貼りは圧着されていても下のトーンや線が
再現されにくく、濃度が高くなった部分は潰れる可能性があ
ります。
点の形状が丸ではなく四角のものや、薄すぎ・濃すぎ・細か
すぎるもの、色が黒以外のものは再現が難しいため、お薦め
出来ません。
トーンを固定するために、メンディングテープやセロハン
テープを使用すると、上から不透明なフィルムを被せた状態
になるためテープが被った部分の濃度が変わり、下の線や
トーンがかすれたり印刷に出なくなったりしてしまいます。
また、濃度も変わるため、貼った部分だけが他とは違う濃度
で印刷に出る可能性があります。

薄く製版した場合

見出し

●トーンに関する注意点

グラデーションは綺麗
に出ますが、線が飛ん
でしまいます。

元絵

濃く製版した場合

お客様の原稿。
細い線と濃いグラデー
ションが混在しています。

線ははっきり出ます
が、グラデーション
が潰れてしまいます。

濃い・薄いグラデーションや、薄い線が混在すると、一方を重視し
た場合にもう一方が掠れたり潰れたりします。
極端に濃い・薄いものが混ざらないようご注意下さい。

●トーンの上にメンディングテープ等の
不透明シールを張った場合と、高・低濃度の再現について
メンディングテープ
＋圧着有り
メンディングテープ
＋圧着無し

●印刷に不向きなトーン
中抜けトーン

1枚貼り
2枚貼り
高濃度

点の形状が丸ではなく四角い

点の中心が白く抜けているもの

トーンの点一つ一つが黒 1 色のキレイな円形で作られておらず、円の印刷が
中抜けした状態のものや、円が欠けている・円ではなく四角い粒で作られてい
るトーンは、印刷した際にムラになったり飛んでしまう場合があります。

低濃度重視

低濃度

原画

高濃度重視

テープが被っている部分は濃度が変化する為、他の部分と印刷に濃度差が出
てしまいます。
濃度の高いトーンを重ね貼りした場合、高濃度重視で作業すると低濃度が掠
れ、逆に低濃度重視だと高濃度の部分が潰れやすくなります。

紙原稿の作成

四角トーン

