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本ページでは、アートボードのサイズ設定と裁ち落とし（塗り足し）のサイズ設定方法を説明
します。
なお、当社のテンプレートをご利用の場合には、サイズ設定は必要ございません。

　　　　　　•新規ドキュメントのサイズ・裁ち落とし設定方法
　　　　　　

1メニューの「ファイル」→「新規」を選択してください。
2立ち上がったウィンドウの「幅」と「高さ」に商品の仕上がりサイズを入力してください。
3 「裁ち落とし」に商品の塗り足しのサイズを入力してください。
4「ドキュメントを作成」を選択し、新規ドキュメントを作成してください。
　　※カラーモード：CMYKを選択
　　※ラスタライズ効果：高解像度（300px）を選択
　　※プレビューモード：デフォルトを選択

例：角２封筒を作成する場合

Illustrator での作成ガイド

サイズ設定

●POINT●
仕上がりサイズ、裁
ち落としサイズに作
成する封筒の数値を
入力！

仕上がりサイズを
入力します。

裁ち落とし欄に、塗り
足しサイズとして「３
㎜」と入力してくださ
い。
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1 「長方形ツール」で仕上がりサイズの四角
いオブジェクトを作成してください。

2 作成した四角いオブジェクトの塗りと線の
色設定を、どちらも「なし」に設定してく
ださい。
　 線に色設定がされていると、線幅の分トン
ボのサイズがずれてしまいます。

3 作成した四角いオブジェクトをアートボー
ドの位置にピッタリ合わせてください。

4 作成した四角いオブジェクトを選択した状
態で、メニューバーの「オブジェクト」→「ト
リムマークを作成」を選択してください。
アートボートにトンボが作成されます。

トンボ作成方法
画像例：角２の封筒を作成する場合

四角いオブジェクトの
位置をアートボードに
合わせる。

アートボードにトンボ
が作成されます。
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　 「新規ドキュメント作成時に立ち上がるダイ
アログ上で、カラーモード「CMYK」を選
択してください。

　 メニュー「ファイル」→「ドキュメントの
カラーモード」→「CMYKカラー」を選択
し、データを保存してください。
　 作成済みのドキュメントのカラーモードが
CMYKに変換されます。

カラー印刷の色設定
印刷データは必ずCMYKカラーで作成してください。また、特色（スポットカラー）での印刷
は承っておりませんので、特色（スポットカラー）は使用しないでください。
また、モノクロ印刷は「グレースケール」で作成してください。詳しくは P.❹「グレースケー
ルの設定」をご確認ください。

■新規ドキュメント作成時の設定方法

■作成済みのドキュメントのカラーモード変更方法
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1 カラーパレットを表示
メニュー「ウィンドウ」→「カラー」　を選択
し、カラーパレットを表示してください。

2 CMYKを設定
「CMY」のカラーは 0%に設定し、Kの色の
みでオブジェクトを作成してください。

1レイヤーとオブジェクトのロックを解除
　 初めに、すべてのレイヤーとオブジェク
トのロックを解除します。

・ レイヤーのロックを解除……レイヤーパ
レットで鍵がない状態にします。
・ オブジェクトのロック………メニュー「オ
ブジェクト」→「すべてをロック解除」
を選択します。
※ ロックがかかったオブジェクトがない場
合、「すべてをロック解除」選択できま
せん。次の手順に進んでください。
2すべてを選択
　 メニュー「選択」→「すべてを選択」で
オブジェクト、テキストオブジェクト等、
すべてを選択します。
3グレースケールに変換
　 メニュー「編集」→「カラーを編集」→
「グレースケールに変換」を選択します。

モノクロ印刷の色設定（グレースケールの設定）
モノクロ印刷ご注文時には、CMYKの K版のみか「グレースケール」にてデータを作成してく
ださい。本ページでは、その設定方法を解説します。

■オブジェクトをK版のみで作成する方法

■データのグレースケールへの変換方法

● POINT●
グレースケールとは：
白から黒の多階調のグレー色調で表現する方式のことです。自然なグレーの濃淡
を表現するため、通常 256階調で表現されます。
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1 ロックを解除
　 レイヤーとオブジェクトのロックを全て
解除してください。

・ レイヤーのロックを解除 ：レイヤーパ

レットで鍵がない状態にしてください。

・ オブジェクトのロックを解除 ：メニュー

バーの「オブジェクト」→「すべてをロッ
ク解除」を選択してください。
※ 「すべてをロック解除」は選択できない
場合には、ロックがかかったオブジェク
トはありません。次の手順に進んでくだ
さい。
2 オブジェクト、テキストオブジェクトを
選択
　 メニューバーの「選択」→「すべてを選択」
を選択してください。
3 アウトラインを作成
　 メニューバーの「書式」→「アウトラインを作成」を選択してください。オブジェクトのアウト
ラインが作成されます。
4 アウトラインの確認
　 アウトラインが作成されていないフォントが残っていないかの確認をします。
　メニューバーの「書式」→「フォント検索」
　 ドキュメントのフォント欄の中に、フォント名が表示されていなければすべてのフォントのアウ
トラインが作成されているということになります。
　 データにまだアウトラインが作成されていないフォントが存在していると、この欄にフォント名
が表示されます。

フォントのアウトライン作成手順
イラストレータで作ったデザインを入稿する場合、すべてのフォントに対して「アウトライン化」
をしてください。本ページでは、アウトライン化の方法を説明します。

● POINT●
必ずアウトライン化してください
フォントをアウトライン化せずに入稿された場合、データチェックを進められな
い可能性があります。

アウトライン時には必ず別名保存をしてください
一度アウトラインを作成したオブジェクトは修正が出来なくなります。別名保存
をし、アウトライン前のデータとアウトライン後のデータを分けることをお勧め
いたします。
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フォントサイズの変更方法

レイヤー設定

●POINT●
フォントサイズ
フォントサイズ（文字の大きさ）は「6pt 以上」を使用してください。6pt 以下
の場合、文字がかすれたりつぶれたりする可能性があります。

1 フォントサイズの変更
　 フォントを選択し、文字パネルの「フォ
ントサイズ設定」で希望のフォントサイ
ズに設定してください。

   不可視設定がされているレイヤーは印刷
されませんのでご注意ください。また、
印刷間違いを防ぐため、データ入稿時は、
不可視レイヤーを削除して入稿してくだ
さい。

■不可視設定しているレイヤーについて換方法
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配置画像の設定

●POINT●
画像の埋め込み
・当社では「画像の埋め込み」を推奨しております。
※  CS・CS2 で作成する際に、リンク画像に PSDあるいは EPS 形式を使用して
いる場合は、必ず画像を埋め込みしてください。埋め込みにしないと、画像内
に線が入ってしまうことがございます。

・ 「画像ファイルをイラストレータファイルと一緒にご入稿」いただく場合、画像
データが 1つでも不足しているとデータチェックを進めることができませんの
でご注意ください。

1 リンクパレットを表示
　 メニュー「ウィンドウ」→「リンク」
を選択してください。

2「画像を埋め込み」を選択
　 リンクのパレット上で、リンク画
像を選択し、パレット右上のメ
ニューより「画像を埋め込み」を
選択。

3埋め込みされたか確認
　 正しく埋め込みがされると、リン
クパレット内のファイル名の横に
下記のマークが表示されます。こ
のマークが埋め込みのマークです。

イラストレータでは、画像をドラックして配置してもイラストレータファイル自体に画像デー
タの情報は取り込まれません。そのためご入稿時には以下の方法で画像データの情報もお送り
いただく必要がございます。（※封筒印刷の場合は主に会社のロゴなどが画像で配置されること
を想定しています。）

　画像の埋め込みを行うと、イラストレータファイル自体に画像データの情報が取り込まれ
ます。画像データを別でご入稿いただく必要はございません。
　なお、埋め込み処理をした後に元の画像データを修正しても、その修正はイラストレーター
上の配置データには反映されません。
　そのため、デザインの調整がすべて完了し、デザインを保存する時に埋め込み処理をする
ことをおすすめいたします。
　また、画像を埋め込むとリンクでの配置よりファイルサイズが大きくなり、動作が遅くな
りますが、不具合ではございません。

■画像をイラストレータに「埋め込み」する方法
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弊社では入稿の際、「画像の埋め込み」を推奨していますが、画像の「埋め込み」を行わない場
合には、リンクされている画像データをイラストレータデータと同じフォルダに保存し、一緒に
ご入稿ください。
　※ 使用されている画像は全て入稿してください。画像が不足しているとデータチェックを進め

られません。
　※イラストレータデータと画像データは、フォルダ内の同じ階層に配置してください。
また、リンク画像を修正した場合は、必ず「リンクの更新」と「イラストレータのファイルを再
保存」を行って下さい。
　※ イラストレータ上では修正が反映されていても、実際には古い画像がリンクされたままとな

ります。上記を行わないと修正する前の画像で印刷されますのでご注意ください。

リンクパレットの右上のオプションメニューから「リンクを更新」をクリックします。
リンクが更新されると、リンクパレット内のファイル名の横のマークが消えます。
　※リンク更新後、イラストレータのファイルを再保存してください。

画像の横に以下のマークが出ている場合は、画
像のリンクが切れています。
illustrator 上に画像を配置し直してください。

■画像ファイルをイラストレータファイルと一緒に入稿する方法

■リンクの更新方法

■リンク切れの場合
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線の設定

●POINT●
線幅は0.3pt 以上
・線幅が 0.1mmより細くなると、印刷のときかすれてしまう可能性があります。

線幅は必ず 0.3pt（印刷後の太さで 0.1mm）以上でご設定ください。これより細い線幅は印
刷時にかすれてしまう可能性がございます。
また、線に色を付ける時にはカラーパレットの「線設定」で色を付けてください。「塗り設定」
で色を付けると画面上では細い線がみえますが、実際には印刷されない可能性があります。（こ
の線を「ヘアライン」と呼びます）

1「線」パレットを表示
メニュー「ウィンドウ」→「線」を選択し、パレットを表示します。

2線幅を設定
　線設定の線幅を 0.3pt 以上で設定してください。

　また、線に色を付けるときには線設定を利用してください。
　 ヘアラインを避けるため、塗り設定の色は「なし」に設定してください。塗り設定の色を「な
し」に設定後、線幅が空欄になり変更できなくなっていることを確認してください。

■線幅設定の方法
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文字に縁を付けたい場合の設定

●POINT●
文字に対してフチを付けたい場合に、下記のように文字に直接塗りと線の設定は
使用しないでください。

※ 文字を細くしたい、太くしたい場合も塗りと線の設定は利用せずに文字の種類
自体を変更してください。

印刷に適したフチの付け方には、２通りのやり方があります。

• 文字を 2重にする方法

• アピアランスで設定する方法

文字にフチをつけたい場合の印刷に適した付け方を説明します。

1フチをつけたい文字を選択し、コピー

2真下にペースト（編集→背面へペースト）

■文字を２重にする方法

封筒印刷承ります

封筒印刷承ります

×間違ったフチの付け方

〇正しいフチの付け方

封筒印刷承ります

オブジェクトの塗りの色

オブジェクトの線の色

封筒印刷承ります
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1フチをつけたい文字を選択

2新規線を追加
　 メニューバー→「ウィンドウ」→「アピ
アランス」を表示し、アピアランスの右
肩のメニューから「新規線を追加」を選
択してください。

3「線」と「塗り」の重ね順を変更
　 「塗り」と「線」が追加されます
ので、「線」と「塗り」の順番を
変更してください。それぞれレイ
ヤーをつかんで移動させることが
可能です。
　 必ず、塗りの下に線がくるように
配置し、ご希望の線幅を入力して
ください。

3線幅を設定
　 選択された状態で、カラーパレットで線
の色を入れ、線のバレットで線幅を設定
してください。
※ このとき、塗りの色も線の色と同じにし
ておいてください。
※ 線の形状は「ラウンド結合」を選択して
ください。（左側のマイター結合にしてい
ると、印刷時に画面上とは違う結果にな
る可能性がございます）

ラウンド結合

■アピアランスで設定する方法

封筒印刷承ります
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4色と角の形状を選択
　 フチを付けたい文字を選択し、「塗り」と「線」のそれぞれのレイヤーを選択し、カラーパレッ
トで色を設定してください。
　このとき線の「角の形状」は「ラウンド結合」を選択してください。

　アピアランスのパレットは下図のような状態になります。
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PDF 作成方法
illustrator を PDF形式での保存方法を説明します。
弊社では、入稿形式は PDF形式を推奨しております。

1  PDF 化したいファイルを Illustrator で
開きます。

　 ファイルメニュー→「複製を保存」を選
択してください。

2 ファイル形式から「Adobe PDF(pdf)」
を選択
　 保存先を選択し、ファイル形式から
「Adobe PDF(pdf)」を選択し、「保存」
を押してください。

3「PDF/X-1a:2001( 日本 )」形式を選択
　 Adobe PDF を保存のダイアログが表示
されます。Adobe PDF プリセットから
「PDF/X-1a:2001( 日本 )」を選択してく
ださい。

■「複製を保存」からデータを保存

PDF入稿 推奨PDF入稿 推奨
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4必要に応じて「トンボ」の設定をする

●印刷用テンプレートをご利用でないお客様●

　弊社のテンプレートをご利用ではないお客様で、アートボード上に
トンボを作っていない場合は必要に応じてトンボと裁ち落としの項目
の「トンボ」にチェックを入れてください。
　裁ち落としの設定から、「ドキュメントの裁ち落とし設定を使用」
にチェックを入れてください。天地左右の幅設定がそれぞれ 3mmに
なっていることを確認し、もしそれ以外の数値が入っている場合は、
該当のチェックを外して、手動で 3mmに設定してください。

5「PDFを保存」を押す

以上で PDFの作成は完了です。

●印刷用テンプレートをご利用でないお客様●

　 「PDFを保存」を押します。その後「編集機能の一部が使用できなくなる
可能性があります」と表示されますが「OK」をクリックしてください。


