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InDesign CS による PDF/X-1a の作成方法
　以下のスクリーンショットは Windows 版 InDesign CS ですが，Mac OSX の InDesign CS も手順
にて PDF を書き出すことができます。

１．「ファイル」メニューの「PDF 書き出しプリセット」より［PDF/X-1a］を選択します。

２．書き出す PDF をどこに保存するか決めます。
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３．「PDF 書き出し」の画面が表示され，左の項目の「一般」から下の図の通りに設定します。

①
②

③

④

各項目の設定

①�プリセット ・プリセット：［PDF/X-1a］

②ページ ・書き出すページの範囲を設定して下さい。
※「見開き印刷」にはチェックを入れないで下さい。

③オプション ※「ページサムネールを埋め込み」にはチェックを入れないで下さい。
※「書き出した後PDF を表示」にチェックを入れると，Acrobat がインス
トールされている場合において，書き出したPDFが開きます。書き出した
PDFをすぐに開く場合のみチェックを入れます。
※「Web表示用に最適化」にはチェックを入れないで下さい。

④読み込み ※全てチェックを入れないで下さい。

※設定を変更すると，プリセットの項目が［カスタム］となります。
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４．「圧縮」の項目を設定します。

①

②

③

④

各項目の設定

①カラー画像 ・「ダウンサンプリングなし」を選択して下さい。
・圧縮：「ZIP」を選択して下さい。
・画質：「8ビット」を選択して下さい。

②�グ レ ー ス
ケール画像

・上記の「カラー画像」と同じ設定にして下さい。

③�モ ノ ク ロ�
画像

・「ダウンサンプリングなし」を選択して下さい。
・圧縮：「CCITT グループ4」を選択して下さい。

④その他 ・「テキストおよびラインアートの圧縮」にはチェックを入れて下さい。
※「画像データをフレームにクロップ」にはチェックを入れないで下さい。
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５．「トンボと裁ち落とし」の項目を設定します。

各項目の設定

①�ト ン ボ と
ページ情報

・トンボは必要に応じて入れて下さい。
※トンボの「種類」は丸付きセンタートンボ，「太さ」は0.10mmにして�
下さい。
※「カラーバー」にはチェックを入れないで下さい。

②�裁ち落とし
と印刷可能
領域

・「ドキュメントの裁ち落とし設定を使用」にはチェックを入れないで下さい。
・「裁ち落とし」の項目で，天・地・左・右の設定はすべて「3mm以上」に
して下さい。
・「印刷可能領域を含む」には必要な場合のみチェックを入れて下さい。

※トンボを付ける場合
　作成するPDFにトンボを付ける場合，作成するPDFの用紙の天地左右センターに仕上がり
のドキュメントが配置されるようにお願いします。

①

②

ドキュメント

トンボを付ける際は，作成する PDF の
用紙の天地左右センターにドキュメント
が書き出されるようにお願いします。

トンボを付ける
場合の設定例

カラーバーにはチェックを
入れないで下さい
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６．「詳細」の項目を設定します。

各項目の設定

①カラー ・カラー：何も選択できません。
・出力先のプロファイル：何も選択できません。
※「オーバープリント処理」にはチェックを入れないで下さい。
※「インキ管理」の項目は必要に応じて設定して下さい。

②PDF/X ・インテントプロファイルの出力：Japan�Color�2001�Coated

③フォント ・サブセットの全フォントに対する割合：100％

④OPI ※「OPI 画像」を使用している場合は，実画像をリンク配置（もしくは埋め込
み）して下さい。

⑤�透 明 の 分
割・統合

・プリセット：［高解像度］
※「スプレッドオーバーライドを無視」にはチェックを入れないで下さい。

①

②

③

④

⑤
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７．「セキュリティ」の項目については何も設定しません。

各項目の設定

①パスワード ※「文書を開くときにパスワードが必要」にはチェックを入れないで下さい。

②権限 ※「文書の印刷および編集とセキュリティ設定にパスワードが必要」には
チェックを入れないで下さい。

※セキュリティをかけてしまったPDFは，出力時エラーとなり出力ができません。

①

②
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８．「概要」の項目にて，それぞれ設定した 1．～ 7．の項目を確認します。

９．左下の「プリセットを保存」をクリックし，PDF 書き出し用のプリセットを保存します。次のダイ
アログが表示されますので，名前を付けてプリセットの保存して下さい（プリセット名は任意です）。
プリセットを保存後，「書き出し」をクリックすると，InDesign より PDF が書き出されます。

10．上記 9．で保存したプリセットを使用することで，次回からは簡単に PDF を作成することができます。

プリセットを保存する場合は
こちらをクリックして下さい。
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InDesign CS2～CC2014 による PDF/X-1a の作成方法
　以下のスクリーンショットは Windows 版 InDesign CC2014 ですが，InDesign CS2～CC（Mac 
OS X・Windows）も同じ手順にて PDF を書き出すことができます。

１．「ファイル」メニューの「PDF 書き出しプリセット」より［PDF/X-1a:2001（日本）］を選択します。

２．書き出す PDF をどこに保存するか決めます。
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３．「Adobe PDF 書き出し」の画面が表示され，左の項目の「一般」から下の図の通りに設定します。

①

②

③

④

各項目の設定

①�PDF 書き出しプリ
セット

・PDF書き出しプリセット：［PDF/X-1a:2001（日本）］
・標　準：PDF/X-1a:2001
・互換性：Acrobat�4（PDF�1.3）

②ページ ・書き出すページの範囲を設定して下さい。
※「見開き印刷」にはチェックを入れないで下さい。

③オプション ※「ページサムネールを埋め込み」にはチェックを入れないで下さい。
※「書き出した後PDFを表示」にチェックを入れると，書き出したPDFが開きま
す。書き出したPDFをすぐに開く場合のみチェックを入れます。
※「Web表示用に最適化」にはチェックを入れないで下さい。
※「タグ付きPDFを作成」にはチェックを入れないで下さい。
※「Acrobat レイヤーを作成」は選択できません。
※「レイヤーを書き出し」は必要に応じて設定して下さい。

④読み込み すべてチェックを入れないで下さい。

※設定を変更すると，PDF書き出しプリセットの名前の後ろに（変更）がつきます。
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４．「圧縮」の項目を設定します。

①

②

③

④

各項目の設定

①カラー画像 ・「ダウンサンプリングしない」を選択して下さい。
・圧縮：「ZIP」を選択して下さい。
・画質：「8ビット」を選択して下さい。

②�グレースケール�
画像

・上記の「カラー画像」と同じ設定にして下さい。

③�モノクロ画像 ・上記の「カラー画像」と同じ設定にして下さい。

④その他 ※「テキストおよびラインアートの圧縮」にはチェックを入れないで下さい。
・「画像データをフレームにクロップ」にはチェックを入れて下さい。
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５．「トンボと裁ち落とし」の項目を設定します。

各項目の設定

①�トンボとページ�
情報

・トンボは必要に応じて入れて下さい。
※トンボの「種類」は丸付きセンタートンボ，「太さ」は0.10mmにして下さい。
※「カラーバー」にはチェックを入れないで下さい。

②�裁ち落としと印刷
可能領域

・「ドキュメントの裁ち落とし設定を使用」にはチェックを入れないで下さい。
・「裁ち落とし」の項目で，天・地・ノド・小口の設定はすべて「3mm以上」にし
て下さい。
・「印刷可能領域を含む」には必要な場合のみチェックを入れて下さい。

※トンボを付ける場合
　作成するPDFにトンボを付ける場合，作成するPDFの用紙の天地左右センターに仕上がりのドキュメン
トが配置されるようにお願いします。

ドキュメント

トンボを付ける際は，作成する PDF の
用紙の天地左右センターにドキュメント
が配置されるようにお願いします。

トンボを付ける
場合の設定例

①

②

カラーバーにはチェックを
入れないで下さい
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6．「色分解」の項目を設定します。

①

②

各項目の設定

①カラー ・カラー変換：出力先の設定に変換（カラー値を保持）
・出力先：�Japan�Color�2001�Coated
※「オーバープリント処理」にはチェックを入れないで下さい。
※「インキ管理の項目」は必要に応じて設定して下さい。

② �PDF/X ・出力インテントプロファイル名：Japan�Color�2001�Coated
※「出力条件名」の項目には何も入力しないで下さい。
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7．「詳細」の項目を設定します。

各項目の設定

①フォント ・「使用している文字の割合が次より少ない場合，サブセットフォントにする」：
100％

②OPI ・「OPI 画像」を使用している場合は，実画像をリンク配置（もしくは埋め込み）
して下さい。

③�透明の分割・統合 ・プリセット：［高解像度］
※「スプレッドオーバーライドを無視」にはチェックを入れないで下さい。

①

②

③

※InDesign CS6 以前の設定画面では，「ジョブ定義形式」の項目がありますので， 
以下の設定でお願いします。

④�ジョブ定義形式 ※「Acrobatを使用してJDFファイルを作成」にはチェックを入れないで下さい。

④
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８．「セキュリティ」の項目については何も設定しません。

各項目の設定

①�セキュリティ ※「ドキュメントを開くパスワード」は何も入力しないで下さい。

②権限 ※「文書の印刷および編集とセキュリティ設定にパスワードが必要」にはチェック
を入れないで下さい。

※セキュリティをかけてしまったPDFは，出力時エラーとなり出力ができません。

①

②
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９．「概要」の項目にて，それぞれ設定した１．～８．の項目を確認します。

10．左下の「プリセットを保存」をクリックし，PDF 書き出し用のプリセットを保存します。次のダイ
アログが表示されますので，名前を付けてプリセットの保存して下さい（プリセット名は任意です）。
プリセットを保存後，「書き出し」をクリックすると，InDesign より PDF が書き出されます。

11．上記 10．で保存したプリセットを使用することで，次回からは簡単に PDF を作成することができ
ます。
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InDesign CS3～CC2014 による PDF/X-4 の作成方法
　以下のスクリーンショットは Windows 版 InDesign CC2014 ですが，InDesign CS3～CC（Mac 
OS X・Windows）も同じ手順にて PDF を書き出すことができます。

１．「ファイル」メニューの「PDF 書き出しプリセット」より，
　　InDesign CS3 は［PDF/X-4:2007（日本）］を選択します。
　　InDesign CS4～CC2014 は［PDF/X-4:2008（日本）］を選択します。

２．書き出す PDF をどこに保存するか決めます。
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３．「Adobe PDF 書き出し」の画面が表示され，左の項目の「一般」から下の図の通りに設定します。

各項目の設定

①�PDF 書き出しプリ
セット

●InDesign�CS3～CS5の場合
・PDF 書き出しプリセット：［PDF/X-4:2008（日本）］（InDesign�CS3 は
［PDF/X-4:2007（日本）］
・標　準：PDF/X-4:2008（InDesign�CS3は PDF/X-4:2007）
・互換性：Acrobat�5（PDF�1.4）

●InDesign�CS5.5～CC2014の場合
・PDF書き出しプリセット：［PDF/X-4:2008（日本）］
・標　準：PDF/X-4:2010
・互換性：Acrobat�7（PDF�1.6）

②ページ ・書き出すページの範囲を設定して下さい。
※「見開き印刷」にはチェックを入れないで下さい。

③オプション ※「ページサムネールを埋め込み」にはチェックを入れないで下さい。
※「書き出した後PDFを表示」にチェックを入れると，書き出したPDFが開きま
す。書き出したPDFをすぐに開く場合のみチェックを入れます。
※「Web表示用に最適化」にはチェックを入れないで下さい。
※「タグ付きPDFを作成」にはチェックを入れないで下さい。
※「Acrobat レイヤーを作成」は必要な場合のみチェックを入れて下さい（CS5.5
以降）。
※「レイヤーを書き出し」は必要に応じて設定して下さい。

④読み込み すべてチェックを入れないで下さい。

※設定を変更すると，PDF書き出しプリセットの名前の後ろに（変更）がつきます。

①

②

③

④
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４．「圧縮」の項目を設定します。

各項目の設定

①カラー画像 ・「ダウンサンプリングしない」を選択して下さい。
・圧縮：「ZIP」を選択して下さい。
・画質：「8ビット」を選択して下さい。

②�グレースケール�
画像

・上記の「カラー画像」と同じ設定にして下さい。

③�モノクロ画像 ・上記の「カラー画像」と同じ設定にして下さい。

④その他 ※「テキストおよびラインアートの圧縮」にはチェックを入れないで下さい。
・「画像データをフレームにクロップ」にはチェックを入れて下さい。

①

②

③

④
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５．「トンボと裁ち落とし」の項目を設定します。

各項目の設定

①�トンボとページ�
情報

・トンボは必要に応じて入れて下さい。
※トンボの「種類」は丸付きセンタートンボ，「太さ」は0.10mmにして下さい。
※「カラーバー」にはチェックを入れないで下さい。

②�裁ち落としと印刷
可能領域

・「ドキュメントの裁ち落とし設定を使用」にはチェックを入れないで下さい。
・「裁ち落とし」の項目で，天・地・ノド・小口の設定はすべて「3mm以上」にし
て下さい。
・「印刷可能領域を含む」には必要な場合のみチェックを入れて下さい。

※トンボを付ける場合
　作成するPDFにトンボを付ける場合，作成するPDFの用紙の天地左右センターに仕上がりのドキュメン
トが配置されるようにお願いします。

①

②

カラーバーにはチェックを
入れないで下さい

ドキュメント

トンボを付ける際は，作成する PDF の
用紙の天地左右センターにドキュメント
が配置されるようにお願いします。

トンボを付ける
場合の設定例
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6．「色分解」の項目を設定します。

各項目の設定

①カラー ・カラー変換：カラー変換なし
・出力先：�なし
※「オーバープリント処理」にはチェックを入れないで下さい。
※「インキ管理の項目」は必要に応じて設定して下さい。

② �PDF/X ・出力インテントプロファイル名：Japan�Color�2001�Coated
※「出力条件名」の項目には何も入力しないで下さい。

①

②

倉敷印刷㈱ 23



7．「詳細」の項目を設定します。

各項目の設定

①フォント ・「使用している文字の割合が次より少ない場合，サブセットフォントにする」：
100％

②OPI ・「OPI 画像」を使用している場合は，実画像をリンク配置（もしくは埋め込み）
して下さい。

③�透明の分割・統合 ※プリセットは設定できません。

※InDesign CS6 以前の設定画面では，「ジョブ定義形式」の項目がありますので， 
以下の設定でお願いします。

④�ジョブ定義形式 ※「Acrobatを使用してJDFファイルを作成」にはチェックを入れないで下さい。

④

①

②

③
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８．「セキュリティ」の項目については何も設定しません。

各項目の設定

①�セキュリティ ※「ドキュメントを開くパスワード」は何も入力しないで下さい。

②権限 ※「文書の印刷および編集とセキュリティ設定にパスワードが必要」にはチェック
を入れないで下さい。

※セキュリティをかけてしまったPDFは，出力時エラーとなり出力ができません。

①

②
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９．「概要」の項目にて，それぞれ設定した１．～８．の項目を確認します。

10．左下の「プリセットを保存」をクリックし，PDF 書き出し用のプリセットを保存します。次のダイ
アログが表示されますので，名前を付けてプリセットの保存して下さい（プリセット名は任意です）。
プリセットを保存後，「書き出し」をクリックすると，InDesign より PDF が書き出されます。

11．上記 10．で保存したプリセットを使用することで，次回からは簡単に PDF を作成することができ
ます。
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Illustrator CS2～CC2014 による PDF/X-1a の作成方法
　以下のスクリーンショットは Windows 版 Illustrator CC2014 ですが，Illustrator CS2～CC（Mac 
OS X・Windows）も手順にて PDF を書き出すことができます。
　※ Illustrator CS からは直接 PDF/X-1a を書き出すことができませんが，以下の方法で PDF/X-1a

相当の PDF を書き出すことができます。
　※ Illustrator CS・CS2 で Photoshop EPS をリンク配置して PDF を書き出す場合，Photoshop 

EPS の画像が分割され白いスジが入ってしまい，そのまま印刷時にも影響されてしまいます。その
際は Photoshop EPS を埋め込むか，PSD・TIFF 形式など他の形式の画像を配置して下さい。

１．「ファイル」メニューの「ドキュメントのカラーモード」より「CMYK カラー」になっているか確認
をします。

２．「ファイル」メニューの「別名で保存」を選択し，書き出す PDF をどこに保存するか決めます。

Illustrator CS4 以降にて
必要に応じて設定して下さい。
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３．「Adobe PDF 書き出し」の画面が表示され，左の項目の「一般」から下の図の通りに設定します。

各項目の設定

①�Adobe�PDF プ リ
セット

※Illustrator�CSでは「Adobe�PDFプリセット」・「準拠する規格」の項目は
ありません。
・Adobe��PDF プリセット：［PDF/X-1a:2001（日本）］
・準拠する規格：PDF/X-1a:2001
・互換性のある形式：Acrobat�4（PDF�1.3）

②オプション ※「Illustrator の編集機能を保持」にはチェックを入れないで下さい。
※「サムネールを埋め込み」にはチェックを入れないで下さい。
※「Web表示用に最適化」にはチェックを入れないで下さい。
※「保存後PDFファイルを表示」にチェックを入れると，書き出したPDFが
開きます。書き出したPDFをすぐに開く場合のみチェックを入れます。

※設定を変更すると，PDF書き出しプリセットの名前の後ろに（変更）がつきます。

①

②
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４．「圧縮」の項目を設定します。

各項目の設定

①カラー画像 ・「ダウンサンプリングしない」を選択して下さい。
・圧縮：「ZIP」を選択して下さい。

②�グレースケール�
画像

・上記の「カラー画像」と同じ設定にして下さい。

③白黒画像 ・上記の「カラー画像」と同じ設定にして下さい。

④その他 ※「テキストとラインアートの圧縮」にはチェックを入れないで下さい。

①

②

③

④
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５．「トンボと裁ち落とし」の項目を設定します。

②

①

各項目の設定

①�トンボ ・トンボは必要に応じて入れて下さい。
※「種類」は日本式，「太さ」太さは0.25pt にして下さい。
※「カラーバー」にはチェックを付けないで下さい。

②�裁ち落とし ※「ドキュメントの裁ち落とし設定を使用」にはチェックを入れないで下さい。
・「裁ち落とし」の項目で，天・地・左・右の設定はすべて「3mm以上」に
して下さい。
・「印刷可能領域を含む」には必要な場合のみチェックを入れて下さい。

※トンボを付ける場合
　作成するPDFにトンボを付ける場合，作成するPDFの用紙の天地左右センターに仕上がりのドキュ
メントが配置されるようにお願いします。

ドキュメント

トンボを付ける際は，作成する PDF の
用紙の天地左右センターにドキュメント
が配置されるようにお願いします。

トンボを付ける
場合の設定例
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６．「出力」の項目を設定します（Illustrator CS にはこの項目はありません）。

①

②

各項目の設定

①カラー ・カラー変換：出力先の設定に変換（カラー値を保持）
・出力先：�Japan�Color�2001�Coated

② �PDF/X ・出力インテントのプロファイル名：Japan�Color�2001�Coated
※「出力条件」の項目には何も入力しないで下さい。
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７．「詳細設定」の項目を設定します。

各項目の設定

①フォント ・「使用している文字の割合が次より少ない場合，サブセットフォントに�
する」：100％

②�オーバープリント
および透明の分・
統合オプション
（PDF1.3 のみ）

・オーバープリント：「保持」
・オーバープリント：［高解像度］

※Illustrator�CSでは…
　Illustrator�CSでは「カラー」という項目があり，『ICCプロファイルを埋め込む』をいう項目があり
ますが，『ICCプロファイルを埋め込む』にはチェックは入れないで下さい。

①

②
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８．「セキュリティ」の項目については何も設定しません。

各項目の設定

①�セキュリティ ※「ドキュメントを開くパスワード」は何も入力しないで下さい。

②�Acrobat 権限 ※何も設定しないで下さい。

※セキュリティをかけてしまったPDFに関しては出力ができません。

①

②
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９．「詳細内容」の項目にて，それぞれ設定した１．～８．の項目を確認します。

10．「PDF を保存」をクリックすると，以下の画面がでてきますが，OK をクリックし，PDF を書き出
しを続行して下さい（元の Illustrator データは残しておくように気を付けて下さい）。
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Illustrator CS3～CC2014 による PDF/X-4 の作成方法
　以下のスクリーンショットは Windows 版 Illustrator CC2014 ですが，Illustrator CS3～CC（Mac 
OS X・Windows）も手順にて PDF を書き出すことができます。

１．「ファイル」メニューの「ドキュメントのカラーモード」より「CMYK カラー」になっているか確認
をします。

２．「ファイル」メニューの「別名で保存」を選択し，書き出す PDF をどこに保存するか決めます。

Illustrator CS4 以降にて
必要に応じて設定して下さい。
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３．「Adobe PDF 書き出し」の画面が表示され，左の項目の「一般」から下の図の通りに設定します。

①

②

各項目の設定

①�Adobe�PDF プ リ
セット

●Illustrator�CS3の場合
・Adobe��PDF プリセット：［PDF/X-4:2007（日本）］
・準拠する規格：PDF/X-4:2007
・互換性のある形式：Acrobat�5（PDF�1.4）

●Illustrator�CS4，Illustrator�CS5の場合
・Adobe��PDF プリセット：［PDF/X-4:2008（日本）］
・準拠する規格：PDF/X-4:2008
・互換性のある形式：Acrobat�5（PDF�1.4）

●Illustrator�CS6，Illustrator�CC，Illustrator�CC2014の場合
・Adobe��PDF プリセット：［PDF/X-4:2008（日本）］
・準拠する規格：PDF/X-4:2010
・互換性のある形式：Acrobat�7（PDF�1.6）

②オプション ※「Illustrator の編集機能を保持」にはチェックを入れないで下さい。
※「サムネールを埋め込み」にはチェックを入れないで下さい。
※「Web表示用に最適化」にはチェックを入れないで下さい。
※「保存後PDFファイルを表示」にチェックを入れると，書き出したPDFが
開きます。書き出したPDFをすぐに開く場合のみチェックを入れます。
※「上位レベルのレイヤーからAcrobat レイヤーを作成」には必要に応じて
チェックを入れて下さい。

※設定を変更すると，PDF書き出しプリセットの名前の後ろに（変更）がつきます。
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４．「圧縮」の項目を設定します。

①

②

③

④

各項目の設定

①カラー画像 ・「ダウンサンプリングしない」を選択して下さい。
・圧縮：「ZIP」を選択して下さい。

②�グレースケール�
画像

・上記の「カラー画像」と同じ設定にして下さい。

③�白黒画像 ・上記の「カラー画像」と同じ設定にして下さい。

④その他 ※「テキストとラインアートの圧縮」にはチェックを入れないで下さい。
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５．「トンボと裁ち落とし」の項目を設定します。

各項目の設定

①�トンボ ・トンボは必要に応じて入れて下さい。
※「種類」は日本式，「太さ」太さは0.25pt にして下さい。
※「カラーバー」にはチェックを付けないで下さい。

②�裁ち落とし ※「ドキュメントの裁ち落とし設定を使用」にはチェックを入れないで下さい。
・「裁ち落とし」の項目で，天・地・左・右の設定はすべて「3mm以上」に
して下さい。
・「印刷可能領域を含む」には必要な場合のみチェックを入れて下さい。

※トンボを付ける場合
　作成するPDFにトンボを付ける場合，作成するPDFの用紙の天地左右センターに仕上がりのドキュ
メントが配置されるようにお願いします。

ドキュメント

トンボを付ける際は，作成する PDF の
用紙の天地左右センターにドキュメント
が配置されるようにお願いします。

②

①

トンボを付ける
場合の設定例
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６．「出力」の項目を設定します。

①

②

各項目の設定

①カラー ・カラー変換：変換しない

② �PDF/X ・出力インテントのプロファイル名：Japan�Color�2001�Coated
※「出力条件」の項目には何も入力しないで下さい。
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７．「詳細設定」の項目を設定します。

各項目の設定

①フォント ・「使用している文字の割合が次より少ない場合，サブセットフォントに�
する」：100％

②�オーバープリント
および透明の分・
統合オプション
（PDF1.3 のみ）

・オーバープリント：「保持」
・オーバープリント：［高解像度］

①

②
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８．「セキュリティ」の項目については何も設定しません。

各項目の設定

①�セキュリティ ※「ドキュメントを開くパスワード」は何も入力しないで下さい。

②�Acrobat 権限 ※何も設定しないで下さい。

※セキュリティをかけてしまったPDFは，出力時エラーとなり出力ができません。

①

②
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９．「設定内容」の項目にて，それぞれ設定した１．～８．の項目を確認します。

10．「PDF を保存」をクリックすると，以下の画面がでてきますが，OK をクリックし，PDF を書き出
しを続行して下さい（元の Illustrator データは残しておくように気を付けて下さい）。
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Illustrator CS2～CC2014 による PDF 書き出しのプリセットの保存
　p.35～42 までの Illustrator での PDF 作成の手順をプリセット保存することができます。

　上記で保存したプリセットを使用することで，次回からは簡単に PDF を作成することができます 
（プリセット名は任意です）。

Illustrator�CS2～CS5までは左下の「プリセット
を保存」をクリックします。
（以下はIllustrator�CS5のスクリーンショットです）

Illustrator�CS6以降は右上の� �をクリックします。
（以下は Illustrator�CC2014のスクリーンショット
です）

プリセット保存す
る場合はこちらを
クリック。

プリセット保存す
る場合はこちらを
クリック。
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Office データを PDF に書き出す前の Windows の設定
　本書では，Windows XP・Windows 7 での Microsoft Office データの PDF の作成方法を記してい
ます。基本的には RGB のまま PDF を作成します。出力時に CMYK に変換しますので，色味が変わり
ます。

1．プリンタドライバの設定
　PDF を作成するためにプリンタドライバの設定をします。スタートメニューから，「プリンタと
FAX」もしくは「デバイスとプリンター」を選択します。

２．「Adobe PDF」を選択し，「ファイル」より「プロパティ」もしくは「プリンターのプロパティ」を
選択し，「Adobe PDF のプロパティ」を開きます。

Windows XP の場合 Windows 7 の場合

Windows XP の場合 Windows 7 の場合
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３．「Adobe PDF のプロパティ」が開いたら，全般タブより「基本設定」を選択して「Adobe PDF 印
刷設定」を開き，「詳細設定」を選択します。

４．「Adobe PDF Converter 詳細オプションが表示されたら，以下のように設定します。その設定が終
わったら，「OK」を選択し，Adobe PDF 印刷設定の「Adobe PDF 設定」を開き，以下のように
設定し，「PDF 設定」を「プレス品質」を選択し，「編集」を選択します。
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５．「プレス品質」ファイルを元にし，PDF 書き出しの設定ファイルを以下のように設定します。

６．上記の設定が終わったら名前を付けて保存をクリックし，設定ファイル（joboptions ファイル）を
保存します。
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７．Adobe PDF のプロパティに戻り，「デバイスの設定」タブの項目を以下のように設定します。

　　他の設定は以下のように設定します。

　　これで Windows でのプリンターの設定は終了です。

フォント代替表にて，使用 PC にインス
トールされているフォントが表示されます。
インストールされている全てのフォントに
て，<Don’t Substitute> の設定にして下
さい。
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Word・Excel・PowerPoint による PDF の作成方法
１．「ファイル」（もしくは Office ボタン）より「印刷」を選択します。

Word 2010

Word 2003 Word 2007
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２．Office2003・2007 の場合，プリンタ名を「Adobe PDF」を選択し，左下の「オプション」を
選択し，Word のオプションの「背景の色とイメージを印刷する」にチェックし，OK を選択します。
また，印刷画面に戻り，「ファイルへ出力」にチェックし，「プロパティ」を選択します。

３．Office2010 の場合，プリンタ名を「Adobe PDF」を選択し，左下の「オプション」を選択し，
Word のオプションの「背景の色とイメージを印刷する」にチェックし，OK を選択します。また，「ファ
イル」メニューに戻り，「ファイルへ出力」にチェックし，「プリンターのプロパティ」を選択します。
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４．Adobe PDF 設定タブにて，p47 で作成した joboptions ファイルを選択し，以下の設定になって
いるか確認して下さい選択し，「Adobe PDF のプロパティ」を開きます。

５．上記での設定を確認したら印刷画面にて，「OK」（Office2010 は印刷ボタン ）を選択します。ファ
イルへ出力ダイアログが出たら，任意のファイル名を付け，prn ファイルを書き出します

プレス品質ではなく，作成
した joboptions ファイル
を選択します。
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６．作成した prn ファイルを Acrobat Distiller 9 にドラッグ＆ドロップし，PDF に変換します。

　　これで Office からの PDF の作成は終了です。
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書き出した PDF の確認

　InDesign・Ilustrator 等から書き出した PDF を Acrobat で確認をします（以下の図は，Windows
版 Acrobat9 の画面ですが，Acrobat7 以降で同様の確認ができます）。

１．Acrobat の「ファイル」より「プロパティ」を選択します。
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２．「概要」を確認します。

用紙サイズについて
　入稿用のPDFは，裁ち落としがない限り，基本的に仕上がりサイズ＋塗り足し分が必要で
す。仕上がりサイズに対して天地左右3mmずつ大きくします。

印刷物の仕上がりサイズ PDFの用紙サイズ（トンボ無しの場合）

Ａ４：210×297mm 216×303mm

Ａ５：148×210mm 154×216mm

Ｂ５：182×257mm 188×263mm

Ｂ６：128×182mm 134×188mm

※Officeデータから書き出したPDFについては，裁ち落としが基本的に作れないので，仕上が
りサイズと同じ用紙サイズのPDFとなります。
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３．「セキュリティ」を確認します。

注意！
☆�セキュリティがかかっていると，エラーが発生し出力ができませ
んので，セキュリティはなしでお願いいたします。

このようになっているか確認！
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４．「フォント」を確認します（フォントが全て埋め込まれているか確認します）。

フォントが埋め込まれているか確認！

フォントの埋め込みについて
フォントが「埋め込みサブセット（もしくは埋め込み）」になっていない場合，文字化け等の
原因となり，正しく出力ができません。
フォントは必ず「埋め込みサブセット（もしくは埋め込み）」になっているか確認をお願いい
たします。
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５．「開き方」を確認します。

倉敷印刷㈱ 57



6．「カスタム」を確認します。

名前の項目について
InDesign�CS 以降・Illustrator�CS2以降から書き出したPDF/X-1a については上記の表
示になります（InDesign�CS3 以降・Illustrator�CS3 以降 PDF/X-4 は「名前：GTS_
PDFXVersion，値：PDF/X-4」となります）。
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7．「詳細」を確認します。
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８．Acrobat の「出力プレビュー」を使用し，作成したドキュメントと希望通りの色になっているかど
うかを確認します（Office データの場合は RGB のため，色の確認はできません）。また，全ページ
を Acrobat よりプリントアウトするか，画面にて書き出した PDF に不具合がないか確認します。

「オーバープリントをシミュレート」に
チェックを入れ，「出力プレビュー」で
全ページの色を確認して下さい。
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PDF を書き出す際の注意点

InDesign

●InDesign CS～CS3 にて，AI・PDF オブジェクトなどが配置されている場合，InDesign のプリ
フライトでプロセスカラーの［プロセスシアン］・［プロセスマゼンタ］・［プロセスイエロー］・［プロセ
スブラック］の 4 色情報が必ず出てしまう

・InDesign のプリフライトの仕様です。「ウィンドウ」メニュー→「出力」→「分版」を開き，使用し
ているカラーの確認を行ってください。

●InDesign でオブジェクト効果を使用し，シアーツールで変形して PDF/X-4 を書き出すとオブジェ
クト効果が消えてしまう

・InDesign でオブジェクト効果を使用し，シアーツールで変形して PDF/X-4 を書き出すと，オブジェ
クト効果が消えてしまうことがあります。その場合は，PDF/X-4 ではなく，PDF/X-1a で書き出し
て下さい。作成した通りの結果が得られる場合があります。

●特色のカラー名
・InDesign 上で使用する特色（スポットカラー）において，作成している全てのドキュメントの特色名

を統一して使用して下さい。また DIC を使用の際，特色名の終りに “p” か “s” が付くものがあり，こ
れらは同じ特色名にはなりませんのでご注意下さい。複数ファイルの PDF 入稿の場合，使用している
特色名は統一をお願いいたします。

　例）［ドキュメント 1.indd］で使用している特色→ DIC 198s
　　　［ドキュメント 2.indd］で使用している特色→ DIC 198p
　“DIC 198s” と “DIC 198p” は，異なる特色となります。

●InDesign から直接 PDF を書き出したが，作成した通りの結果が得られない場合
・InDesign から PDF を書き出したが，作成した通りの結果が得られない場合，InDesign から “PS ファ

イル ” を書き出し，［Acrobat Distiller］にて PS ファイルを PDF に変換して下さい。作成した通り
の結果が得られる場合があります。

●InDesign にて，Illustrator EPS 上に Photoshop EPS を配置し，透明を使用した場合，透明
の分割の線が出力されてしまう

・Illustrator 上に Photoshop EPS を配置し，その画像にドロップシャドウ等の透明効果を使用して，
Illustrator EPS 保存したデータを InDesign に配置すると，透明効果の分割の線が出力されることが
あります。その場合は，Illustrator AI 形式にて保存したデータを InDesign 上に配置し，PDF/X-4
形式で PDF を書き出してください。作成した通りの結果が得られる場合があります。

●InDesign CS3 から PDF に書き出すと EPS ファイルのクリッピングマスクが解除されることがある
・クリッピングマスクを含む EPS を InDesign CS3 に配置し，PDF を書き出すと，EPS のクリッピ

ングが解除されてしまうことがあります。

●InDesign でテキストにタブを挿入したファイルを PDF ファイルに書き出すと，タブ以降の文字に
ずれが起こることがある

・InDesign でテキストにタブを挿入したファイルを PDF ファイルに書き出すと，タブ以降の文字にず
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れが起こることがあります。

●縦組みの「縦組み中の欧文回転」を設定した欧文を使用している Illustrator EPS を InDesign 
CS・CS2 に配置し，PDF を書き出すと，文字ずれが発生する（InDesign CS・CS2）

・「縦組み中の欧文回転」を設定した欧文を使用している Illustrator EPS を InDesign CS・CS2 に配
置し，PDF を書き出すと，文字ずれが発生することがあります。その際は，Illustrator EPS ファイ
ル内で「縦組み中の欧文回転」の設定を解除するか，InDesign から “PS ファイル ” を書き出し，

［Acrobat Distiller］にて PS ファイルを PDF に変換して下さい。作成した通りの結果が得られる場
合があります。

●InDesign CS にてインラインフレームとして配置した EPS ファイルがオーバープリントになる
・InDesign CS に EPS ファイルをインラインフレームとして配置しすると，配置した EPS ファイルが

オーバープリントになってしまいます。その際は，配置する EPS ファイルをインラインフレーム以外
の方法で配置するか，InDesign から “PS ファイル ” を書き出し，［Acrobat Distiller］にて PS ファ
イルを PDF に変換して下さい。作成した通りの結果が得られる場合があります。

●InDesign CS にて，モノクロ 2 階調の EPS ファイルを配置して PDF に書き出すと，その EPS
の画像が 8bit の画像になってしまうことがある

・InDesign CS にモノクロ 2 階調の EPS ファイルを配置し，PDF を書き出すと，配置した EPS ファ
イルが 8bit の画像になってしまうことがあります。

Illustrator

●Illustrator CS・CS2 で画像が分割される
・Illustrator CS・CS2 で Photoshop EPS をリンク配置して，Illustrator から PDF を書き出す場合，

Photoshop EPS の画像が分割され白いスジが入ってしまうことがあり，そのまま印刷時にも影響さ
れてしまいます。その際は Photoshop EPS を埋め込むか，PSD・TIFF 形式など他の形式の画像を
配置して下さい。

●Illustrator に配置したダブルトーンの画像が 4 色分解してしまう
・Illustrator に画像を埋め込んだ場合，その画像がダブルトーンになっている場合，4 色分解してしま

うことがあります。その際はリンク配置にして下さい。

Officeデータ

●Office データから PDF を作成した際に図や体裁などが崩れてしまう
・Office データから PDF を作成した際に図や体裁などが崩れてしまう場合，Microsoft の Web サイト

より公開されている Office の無料のアップデートを行い，再度 PDF を作成すると改善されることが
まれにあります。

●Office データにて，「ワードアート」を使用し PDF を作成すると結果が変わる
・Office データにて，「ワードアート」を使用し PDF を作成すると，Office 上で作成したワードアート
（Office データ上の画面表示）と，PDF を書き出した際の結果（Acrobat での画面表示）が変わって
しまうことがあります。
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●Officeデータにて，文字にボールドをかけると異常に太る
・Office データ上にて，文字に対してボールドをかけると，PDF 作成した際に文字が異常に太ってしま

うことがあります。文字にボールドをかけるのを避け，あらかじめ太いフォントを使用して下さい。

●Office から書き出した PDF と実際の印刷物の色味が違う
・Office から作成した PDF は，基本的に RGB になっています。2 色印刷以上の印刷は，当社にて

CMYK に変換するため，色味が変わって印刷となります。1 色印刷の場合は，モノクロ変換して印刷
となります（アミ濃度等はなりゆきの濃度になります）。

●Office データにて透過性を使用するとモアレが起きる
・透過性（Office 2000 以前では半透明）の使用は避けて下さい。印刷時にモアレが起きることがあり

ます。

●罫線が異常に細い
・極細のケイ線を使用した際，プリンターにて出力すると極細のケイ線がある程度の太さで出力されます

が，CTP 出力時には高解像度にて出力するため，ケイ線が印刷されないことがあります。極細のケイ
線の使用は避けて下さい。プリンター出力の解像度と CTP 出力の解像度は違うため，所望の結果にな
らないことがあります。罫線は 0.3pt 以上で作成をお願いいたします。

●PowerPoint で影効果が出力されない
・PowerPoint 2007 以降で，影効果を使用しているにも関わらず，影効果が出力されない場合は，

PowerPoint の「オプション」の「詳細設定」の「印刷」にて，「高品質で印刷する」にチェックを入
れて下さい。

その他

●フォントが埋め込みにならない
・TrueType 版の DynaFont にて，PDF でのフォントの埋め込みがメーカーサポート対象外のため，

Acrobat のプロパティのフォントの確認で，フォントが「埋め込みサブセット（もしくは埋め込み）」
と表示されていても文字化け等が発生することがあります。その場合は別のフォントに置き換えるか，
アウトライン化して下さい。

　また，Mac OSX に標準インストールされている一部のフォントにて，埋め込みができないフォント
があります（“ST Song”等）。その場合は別のフォントに置き換えるか，アウトライン化して下さい。
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