デジタル原稿共通事項
■フォントについて (Word )

●フォントの場所
フォントが入っているフォルダはコントロールパネルの中にあります。
入稿に必要なフォントがある場合は、この中からコピーして原稿データと一緒に入稿します。

デジタル原稿共通事項

スタートメニューから
コントロールパネルを選択

■モアレについて
（Photoshop,ComicStudio 等）

フォントのフォルダを選ぶ

●データ特有のモアレの例

●モアレとは
モアレとは、周期的な画像成分同士の干渉によって発生する
模様の事です。
●モアレを発生させない為に

グレーの網点

グレーのベタの上に網点

トーン回転

トーン拡大

必ずＫ１００％のトーンを使って下さい。トーンがグレーに
なっているとモアレが発生する原因になります。
Ｋ１００％のトーンの上にブラシ等で陰影表現をすると、Ｋ
１００％で無くなってしまったり、網点のパターンが崩れた
りしてモアレの恐れにつながります。
また、一度配置したトーンに拡大、縮小、回転等の加工を行っ
たり、グレースケールのベタに重ねるようにトーンを配置し
た場合、アンチエイリアスがかかっている場合（９P 参照）
も、
やはりモアレが発生する原因になりますので、ご注意下さい。

■アンチエイリアスについて

●アンチエイリアスの例

（Photoshop,ComicStudio 等）
アンチエイリアスはデジタル画像の輪郭に出てしまう「ジャ
ギー」と言うギザギザを目立たなくする為に、ギザギザの間
をグレーで補間して表示を滑らかに見せる事を言います。
しかし、アンチエイリアスがかかっているデータ原稿は、モ
ニタ上では滑らかに見えていてもモノクロ印刷では悪い影響
が出ることがあります。
たとえば、文字にアンチエイリアスがかかっていると、
グレー
部分が網点化してしまい、右図のように字形が崩れる恐れが
あります。

文字にアンチエイリアスが
アンチエイリアスがかかった
かかっていると…
文字を出力すると…

● Photoshop での PDF 画像化の注意点

トーンにアンチエイリアスが
かかっていると…

網点の形が崩れてしまい、
モアレ発生の原因になります

● PDF を画像化する場合の一例 (Photoshop CS4 の場合 )

Photoshop などのグラフィックアプリケーションで、PDF
や Illustrator ファイルを画像データとして読み込んだり、
書き出したりする場合、アンチエイリアスの設定が入ったま
まだと、処理されたデータにはアンチエイリアスがかかった
状態になります。
右図のようにアンチエイリアスの設定ができる時は、チェッ
ク外しておくと、作業後のデータにアンチエイリアスがかか
らずモノクロ印刷に最適なデータが作成出来ます。

解像度は 600dpi 以上を推奨
アンチエイリアスのチェックを外
れている事を確認する

デジタル原稿共通事項

アンチエイリアスがかかって
いない文字。モニター上では
ガタガタに見えますが、印刷
されるとキレイな文字になり
ます。

また、トーンにアンチエイリアスがかかっていると、トーン
データの形が崩れてしまいモアレが発生する原因になります
ので、モノクロ原稿作成時にはアンチエイリアスをかけない
様にご注意下さい。
カラー原稿は再現できる色数が多く、アンチエイリアスがか
かった状態を再現出来る為、アンチエイリアスがかかってい
ても構いません。

この様に形が崩れてしまい、
このような仕上がりになって
印刷に影響が出てしまいます
しまいます

Word で作成する
■入稿出来るバージョン
ご入稿頂ける Word のバージョンは Windows 版の Word2000、2002(XP)、2003、2007、2010 です。
Mac 版の Word には対応していません。
保存形式は Word2003 までのバージョンでは doc 形式、Word2007 以上のバージョンでは docx 形式で保存し、
ご入稿時は必ずお使いのＯＳを発注書やデータ作成依頼書に明記して下さい。

で作成する
Word

■新規作成（ページ設定の方法）
●ページ設定を開く

Word2010
赤い枠で囲んである位置をクリックします。
Word2003

●ページ設定１：用紙の設定
作成したい原稿のサイズを選びます。ページ全体に余白
がある原稿は原寸（発注したいサイズ）で作成します。
リストに無いサイズの原稿、仕上がり位置まで挿絵やデ
ザインが配置されている等で塗り足しが必要な原稿を作
成する場合は、幅と高さを直接入力します。

●規格サイズ・塗り足し込みのサイズ
規格サイズ
A5 サイズ
B6 サイズ
B5 サイズ
新書サイズ
文庫サイズ

…
…
…
…
…

148mm × 210mm
128mm × 182mm
182mm × 257mm
１１０mm ×１７３mm
１０５mm ×１４８mm（Ａ６サイズ）

塗り足し込みのサイズ
A5 ＋塗り足し

…

１５８mm ×２２０mm

B6 ＋塗り足し

…

１３８mm ×１９２mm

B5 ＋塗り足し

…

１９２mm ×２６７mm

新書＋塗り足し

…

１２０mm ×１８３mm

文庫＋塗り足し

…

１１５mm ×１５８mm

●ページ設定２：余白
余白の数値を決めます。数値の制限は特にありません。
本の仕上がりサイズによって変わると思いますが、１５～
２０mm 程度を目安にお好みで入力して下さい。

右綴じの本 … 外側＝綴じ側
左綴じの本 … 内側＝綴じ側
となりますので、設定時にはご注意下さい。

必ず見開きにしておきます。
必ず縦にしておきます。

■ページ番号（ノンブル）
乱丁、落丁の原因になりますので、ページ番号は必ず付けて下さい。

●ページ番号を入れる（2007 ～）
下記の通りに設定をするとページ下部の中央にページ番号を付ける事が出来ます。

で作成する
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外側の数値を多めに設定すると、綴じ側だけの余白を多
く取れる為、よりバランスの取れた本を作る事が出来ま
すが、

●ページ番号を入れる（～ 2003）
以下の通りに設定すると、ページ下部の中央にページ番号を付ける事が出来ます。

で作成する
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中央を選択

ページの下を選択します

開始番号を３にする。
（途中からの場合は続きの番号）

■カラー原稿について
Office 製品でカラー原稿を作成した場合、カラーモードは RGB モードになります。
グラフィックアプリケーション同様 RGB の画像にイメージが近づく様に CMYK カラーへ色変換処理を行いますが、
元のデータの色味によっては大きく変わる場合があります。

■画像配置
画像を配置したい場合は以下の様にします。配置する画像は TIFF 形式を推奨します。

で作成する
Word

Word2010

Word2003

仕上がりサイズの端まで絵柄がある場合は、26 ページの通り必ず用紙のサイズを塗り足し込みのサイズに設定して下さい。
また、画像ファイルを Word 上に配置せずに別のファイル
としてご入稿頂く事も出来ます。その場合は画像ファイル
が何ページのファイルか分かる様にして下さい。

●レイアウトの設定

画像のページを別ファイルで作成した場合は、画像の前後
で Word ファイルを分けてください。

●画像を別ファイルで作成する場合
行内…画像を配置した時の最初の状態です。
四角…画像の周りを取り囲む様に文字が並びます
外周…四角に似ていますが折り返し点を設定する事で、文字の
折り返し位置を制御する事が出来ます
背面…配置画像を文字の下に配置します。
文字は画像の上に重なります。
前面…配置画像を文字の上に配置します。
文字は画像の下に隠れます。

画像データを別ファイルで作成した場合は、
Word のファイルを分けます。

●レイアウトの変更方法

● Word の透明効果について

画像のレイアウトを変更する時は Word2007 以降は
配置した画像を右クリック→ [ 文字の折り返し ] を選択
Word2003 までは
配置した画像を右クリック→ [ 図の書式設定 ] を選択し、ダ
イアログボックスの中の [ レイアウト ] タブを選択

●透明効果について
配置した画像の上に半透明のオートシェイプを重ねると配置
画像を半透明にする事が出来ますが、出力時に半透明にした
画像が格子状になり正しい出力結果を得る事が出来ません。

Office製品の「グラフィックを半透明にする機能」は家庭用
プリンターでは綺麗な半透明として再現されますが、出力機
では格子状になってしまい、綺麗な半透明になりません。

■ワードアート
ワードアートはカラーデータですので、モノクロの印刷物に使用されている場合はグレースケールに変換します。ご使用にな
るワードアートの色によっては変換時に見えづらくなる場合があります。極端に濃い色や薄い色は、色が潰れたり飛んだりす
る可能性がありますのでご注意下さい。

■出力解像度に依存するオブジェクト
で作成する
Word

Word で使用出来るオブジェクトの中には出力解像度に依存する物があります。
画面で表示された原稿と大きく違った印刷物になる場合もありますのでご注意ください。

●罫線

●解像度に依存する罫線

Word で使用できる罫線の中には、出力時に細すぎる線にな
るため出力に適さないものがあります。
右の 3 種類は特に影響を受ける罫線になりますのでご注意
下さい。

※色深度の設定により、同じトーンでも書き出しの
結果が異なります。

●背景の塗りつぶし効果
背景の塗りつぶし効果でグラデーションを使用すると、正しい出力結果を得る事が出来ません。

Word の原稿データ

300dpi で書き出し

1200dpi で書き出し

上記の画像は Word で作成した原稿を高解像度の PDF ファイルとして書き出した物です。
この様に背景の塗りつぶし効果は出力解像度に依存する事で、出力結果が大きく変わってしまいます。
他の配置画像にも影響してくる可能性がありますので、背景の塗りつぶし効果によるグラデーションは使わないで下さい。

■フォントについて
●フォントについて

●当社所有のフォント (Windows)
● Dynafont TrueType 600+3000 GOLD
● True Type World ValueFont D2
● FontAvenue セレクト 18 書体パック
● Adobe CS シリーズバンドルフォント
上記以外のフォントをお使いの場合は、ご使用になった
フォントも一緒にご入稿下さい。

●レイアウトの崩れを防ぐ
オプションの中にある [ 文章をレイアウトする時にプリンタ
の設定に従う ] のチェックを外しておくと、プリンタドライ
バによってレイアウトが大きく変更されなくなります。

●麗流隷書 ●恋文ペン字 ●有澤行書
●有澤太楷書 ●有澤楷書 ●ふみゴシック
●魚石行書 ●fsイラスト94 ●富士ポップ
●小塚明朝 Pro Acro R ●小塚ゴシックPro Acro M

上記のフォントは正しい出力結果を得る事が出来ませんの
で、ご使用にならないで下さい。
通常の小塚明朝、小塚ゴシックはご使用頂けます。

Word2010

Word2003
赤枠で囲んである設定のチェックを外しておきます。

●文字のズレについて

● Word の文字飾り（浮き出し文字）

原稿作成の PC 環境と当社の PC 環境の差により、1 文字～
数行程度の文字ズレが発生する事があり、出力見本通りの印
刷結果が得られない場合があります。

●文字飾りについて
Word の太字や斜体、浮き出し文字等の文字飾り機能を使う
と本来のデータとは異なる出力結果になります。
Word での文字飾り機能は基本的に使わないで下さい。

Wordデータ

2003からPDF
ファイルを作成

2007からPDF
ファイルを作成

Wordの文字飾りを使ったサンプルデータです。浮き出し文字
が特に変わってしまっています。また、同一データを使っても、
OSによってPDF変換した時に差が出てしまいます。

で作成する
Word

●当社の出力環境で正しく出力出来ないフォント

