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■■■■広告申し込みと広告原稿入稿の締め切りについて広告申し込みと広告原稿入稿の締め切りについて広告申し込みと広告原稿入稿の締め切りについて広告申し込みと広告原稿入稿の締め切りについて

シシシシ

リリリリ

ーーーー

ズズズズ

名名名名

・「ガイドブック」・「ガイドブック」・「ガイドブック」・「ガイドブック」

・「リゾートスタイル」・「リゾートスタイル」・「リゾートスタイル」・「リゾートスタイル」

広告申し込み締め切り広告申し込み締め切り広告申し込み締め切り広告申し込み締め切り 発行月の発行月の発行月の発行月の 10 10 10 10 週間前週間前週間前週間前

広告原稿入稿締め切り広告原稿入稿締め切り広告原稿入稿締め切り広告原稿入稿締め切り 配本日の配本日の配本日の配本日の 5 5 5 5 週間前週間前週間前週間前

・「ムック」・「ムック」・「ムック」・「ムック」

・「ダイヤモンド・セレクト」・「ダイヤモンド・セレクト」・「ダイヤモンド・セレクト」・「ダイヤモンド・セレクト」

広告申し込み締め切り広告申し込み締め切り広告申し込み締め切り広告申し込み締め切り 発行月の発行月の発行月の発行月の 10 10 10 10 週間前週間前週間前週間前

広告原稿入稿締め切り広告原稿入稿締め切り広告原稿入稿締め切り広告原稿入稿締め切り 配本日の配本日の配本日の配本日の 5 5 5 5 週間前週間前週間前週間前

※※※※発行月／配本日はタイトルごとに異なりますので、別途お問い合わせください。発行月／配本日はタイトルごとに異なりますので、別途お問い合わせください。発行月／配本日はタイトルごとに異なりますので、別途お問い合わせください。発行月／配本日はタイトルごとに異なりますので、別途お問い合わせください。

※※※※入稿に当たっては、次ページの「広告原稿入稿時の注意事項」をご確認ください。入稿に当たっては、次ページの「広告原稿入稿時の注意事項」をご確認ください。入稿に当たっては、次ページの「広告原稿入稿時の注意事項」をご確認ください。入稿に当たっては、次ページの「広告原稿入稿時の注意事項」をご確認ください。



3

■■■■広告原稿入稿時の注意事項広告原稿入稿時の注意事項広告原稿入稿時の注意事項広告原稿入稿時の注意事項

※※※※ご入稿時点で最新の、「雑誌広告デジタル送稿推進協議会」策定の制作ルールにご入稿時点で最新の、「雑誌広告デジタル送稿推進協議会」策定の制作ルールにご入稿時点で最新の、「雑誌広告デジタル送稿推進協議会」策定の制作ルールにご入稿時点で最新の、「雑誌広告デジタル送稿推進協議会」策定の制作ルールに

準拠した、準拠した、準拠した、準拠した、 「「「「JJJJ----PDFPDFPDFPDF」＜原稿データ、原寸出力見本、」＜原稿データ、原寸出力見本、」＜原稿データ、原寸出力見本、」＜原稿データ、原寸出力見本、JMPAJMPAJMPAJMPAカラー準拠カラー準拠カラー準拠カラー準拠PDFPDFPDFPDF仕様書、仕様書、仕様書、仕様書、

プリフライトレポート、のプリフライトレポート、のプリフライトレポート、のプリフライトレポート、の4444点セット＞形式での入稿をお願いいたします。点セット＞形式での入稿をお願いいたします。点セット＞形式での入稿をお願いいたします。点セット＞形式での入稿をお願いいたします。

なお詳細については、雑誌広告デジタル送稿推進協議会のなお詳細については、雑誌広告デジタル送稿推進協議会のなお詳細については、雑誌広告デジタル送稿推進協議会のなお詳細については、雑誌広告デジタル送稿推進協議会のHPHPHPHPをご参照ください。をご参照ください。をご参照ください。をご参照ください。

「雑誌デジ送ナビ」「雑誌デジ送ナビ」「雑誌デジ送ナビ」「雑誌デジ送ナビ」 http://www.3djma.jp http://www.3djma.jp http://www.3djma.jp http://www.3djma.jp 

※※※※（注（注（注（注1111）））） 「断ち切り版」の場合、天地・左右とも、それぞれ「「断ち切り版」の場合、天地・左右とも、それぞれ「「断ち切り版」の場合、天地・左右とも、それぞれ「「断ち切り版」の場合、天地・左右とも、それぞれ「3mm3mm3mm3mm」の塗り足し部分を」の塗り足し部分を」の塗り足し部分を」の塗り足し部分を

設定してください。設定してください。設定してください。設定してください。

※※※※（注（注（注（注2222）））） 「断ち切り版」の場合、文字・写真等は、断ち切り位置から天地・左右とも、「断ち切り版」の場合、文字・写真等は、断ち切り位置から天地・左右とも、「断ち切り版」の場合、文字・写真等は、断ち切り位置から天地・左右とも、「断ち切り版」の場合、文字・写真等は、断ち切り位置から天地・左右とも、

それぞれ「それぞれ「それぞれ「それぞれ「8mm8mm8mm8mm」以上内側に収まるよう、スペースを確保してください。」以上内側に収まるよう、スペースを確保してください。」以上内側に収まるよう、スペースを確保してください。」以上内側に収まるよう、スペースを確保してください。

※※※※「カコミ広告」の場合、全体に地色を敷くか、もしくは枠線（囲み罫）を入れてください。「カコミ広告」の場合、全体に地色を敷くか、もしくは枠線（囲み罫）を入れてください。「カコミ広告」の場合、全体に地色を敷くか、もしくは枠線（囲み罫）を入れてください。「カコミ広告」の場合、全体に地色を敷くか、もしくは枠線（囲み罫）を入れてください。

※※※※以下の広告形態はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。以下の広告形態はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。以下の広告形態はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。以下の広告形態はお受けすることができませんので、あらかじめご了承ください。

・本誌を切り取る形のクーポン広告（ガイド・ハワイ編、同・香港編を除く）・本誌を切り取る形のクーポン広告（ガイド・ハワイ編、同・香港編を除く）・本誌を切り取る形のクーポン広告（ガイド・ハワイ編、同・香港編を除く）・本誌を切り取る形のクーポン広告（ガイド・ハワイ編、同・香港編を除く）

・比較広告・比較広告・比較広告・比較広告

・「・「・「・「No.1No.1No.1No.1」「最大」「一番」「最大」「一番」「最大」「一番」「最大」「一番」「トップ」などの具体的」「トップ」などの具体的」「トップ」などの具体的」「トップ」などの具体的優位性を訴求する表現を使用する優位性を訴求する表現を使用する優位性を訴求する表現を使用する優位性を訴求する表現を使用する

場合は、必ず広告内にその根拠となる客観的データ等の出典を明記してください。場合は、必ず広告内にその根拠となる客観的データ等の出典を明記してください。場合は、必ず広告内にその根拠となる客観的データ等の出典を明記してください。場合は、必ず広告内にその根拠となる客観的データ等の出典を明記してください。

・旅行会社やアクティビティ等を手配する会社においては、広告内に旅行代理業の・旅行会社やアクティビティ等を手配する会社においては、広告内に旅行代理業の・旅行会社やアクティビティ等を手配する会社においては、広告内に旅行代理業の・旅行会社やアクティビティ等を手配する会社においては、広告内に旅行代理業の

ライセンス番号か、それに準じる認可・許可番号等を記載してください。ライセンス番号か、それに準じる認可・許可番号等を記載してください。ライセンス番号か、それに準じる認可・許可番号等を記載してください。ライセンス番号か、それに準じる認可・許可番号等を記載してください。

※※※※＜＜＜＜QRコード＞はモノクロ二階調、コード＞はモノクロ二階調、コード＞はモノクロ二階調、コード＞はモノクロ二階調、600～～～～1200ppiまたはまたはまたはまたは

Illustratorでトレースしたデータで入稿してください。でトレースしたデータで入稿してください。でトレースしたデータで入稿してください。でトレースしたデータで入稿してください。

グレースケール、グレースケール、グレースケール、グレースケール、CMYKは不可となります。は不可となります。は不可となります。は不可となります。

掲載サイズは掲載サイズは掲載サイズは掲載サイズは12mm四方以上、セルサイズの一辺は四方以上、セルサイズの一辺は四方以上、セルサイズの一辺は四方以上、セルサイズの一辺は

0.35mm以上を原則とします。以上を原則とします。以上を原則とします。以上を原則とします。

※※※※上記以外にも広告掲載基準がありますので、詳細については弊社営業担当者に上記以外にも広告掲載基準がありますので、詳細については弊社営業担当者に上記以外にも広告掲載基準がありますので、詳細については弊社営業担当者に上記以外にも広告掲載基準がありますので、詳細については弊社営業担当者に

お問い合わせください。お問い合わせください。お問い合わせください。お問い合わせください。
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■■■■広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ

1111．「ガイドブック」シリーズ．「ガイドブック」シリーズ．「ガイドブック」シリーズ．「ガイドブック」シリーズ

スペーススペーススペーススペース 表表表表2222、、、、表表表表3333、、、、1P1P1P1P 1/2P1/2P1/2P1/2P（ヨコ）（ヨコ）（ヨコ）（ヨコ）

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

210210210210××××135135135135 ――――

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

190190190190××××105105105105 90909090××××105105105105

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

210mm210mm210mm210mm

135mm135mm135mm135mm

190mm190mm190mm190mm

105mm105mm105mm105mm

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版

8mm8mm8mm8mm

（注（注（注（注2222））））

3mm3mm3mm3mm （注（注（注（注1111 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

8mm8mm8mm8mm （注（注（注（注2222 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

3mm3mm3mm3mm

（注（注（注（注1111））））

90mm 90mm 90mm 90mm （（（（1/2P1/2P1/2P1/2P））））
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■■■■広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ

2222----1111．「リゾートスタイル」シリーズ＜本誌＞．「リゾートスタイル」シリーズ＜本誌＞．「リゾートスタイル」シリーズ＜本誌＞．「リゾートスタイル」シリーズ＜本誌＞

スペーススペーススペーススペース 表表表表4444 表表表表2222、、、、表表表表3333、、、、1P1P1P1P 1/2P1/2P1/2P1/2P（ヨコ）（ヨコ）（ヨコ）（ヨコ）

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

158158158158××××148148148148 210210210210××××148148148148 ――――

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

138138138138××××118118118118 190190190190××××118118118118 90909090××××118118118118

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

210mm210mm210mm210mm

（表（表（表（表4444／／／／158mm158mm158mm158mm））））

148mm148mm148mm148mm

190mm190mm190mm190mm

（表（表（表（表4444／／／／138mm138mm138mm138mm））））

118mm118mm118mm118mm

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版

3mm3mm3mm3mm （注（注（注（注1111 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

3mm3mm3mm3mm

（注（注（注（注1111））））

90mm 90mm 90mm 90mm （（（（1/2P1/2P1/2P1/2P））））

8mm8mm8mm8mm

（注（注（注（注2222））））

8mm8mm8mm8mm （注（注（注（注2222 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）
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■■■■広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ

2222----2222．「リゾートスタイル」シリーズ＜別冊＞．「リゾートスタイル」シリーズ＜別冊＞．「リゾートスタイル」シリーズ＜別冊＞．「リゾートスタイル」シリーズ＜別冊＞

スペーススペーススペーススペース 表表表表4444

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

210210210210××××138138138138

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

210mm210mm210mm210mm

138mm138mm138mm138mm

3mm3mm3mm3mm （注（注（注（注1111 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

3mm3mm3mm3mm

（注（注（注（注1111））））

8mm8mm8mm8mm

（注（注（注（注2222））））

8mm8mm8mm8mm （注（注（注（注2222 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）
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■■■■広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ

3333----1111．．．．「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ【【【【海外版海外版海外版海外版】】】】 ＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞

スペーススペーススペーススペース 表表表表4444

表表表表2222、、、、表表表表3333、、、、

1P1P1P1P

見開き見開き見開き見開き2P2P2P2P

1/2P1/2P1/2P1/2P

（ヨコ）（ヨコ）（ヨコ）（ヨコ）

1/3P1/3P1/3P1/3P

（タテ）（タテ）（タテ）（タテ）

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

180180180180××××172172172172 227227227227××××184184184184 227227227227××××368368368368 ―――― ――――

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

―――― 211211211211××××158158158158 ―――― 101101101101××××158158158158 211211211211××××57575757

227mm227mm227mm227mm

（表（表（表（表4444／／／／180mm180mm180mm180mm））））

184mm184mm184mm184mm

（表（表（表（表4444／／／／172mm172mm172mm172mm））））

211mm211mm211mm211mm

158mm158mm158mm158mm

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版 ＜ハンディ版／本誌＞＜ハンディ版／本誌＞＜ハンディ版／本誌＞＜ハンディ版／本誌＞

3mm3mm3mm3mm （注（注（注（注1111 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

3mm3mm3mm3mm

（注（注（注（注1111））））

101mm101mm101mm101mm

（ヨコ・（ヨコ・（ヨコ・（ヨコ・1/2P1/2P1/2P1/2P））））

57mm57mm57mm57mm

（タテ・（タテ・（タテ・（タテ・1/3P1/3P1/3P1/3P））））

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版 ＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞

8mm8mm8mm8mm

（注（注（注（注2222））））

8mm8mm8mm8mm （注（注（注（注2222 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）
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■■■■広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ

3333----2222．．．．「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ【【【【海外版海外版海外版海外版】】】】 ＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞

スペーススペーススペーススペース 表表表表4444 表表表表2222、、、、表表表表3333、、、、1P1P1P1P

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

227227227227××××167167167167 227227227227××××172172172172

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

―――― 211211211211××××154154154154

227mm227mm227mm227mm

172mm172mm172mm172mm

（表（表（表（表4444／／／／167mm167mm167mm167mm））））

211mm211mm211mm211mm

154mm154mm154mm154mm

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版 ＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞

3mm3mm3mm3mm （注（注（注（注1111 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

3mm3mm3mm3mm

（注（注（注（注1111））））

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版 ＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞

8mm8mm8mm8mm

（注（注（注（注2222））））

8mm8mm8mm8mm （注（注（注（注2222 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）
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■■■■広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ

4444----1111．．．．「ダイヤモンド・セレクト」シリーズ「ダイヤモンド・セレクト」シリーズ「ダイヤモンド・セレクト」シリーズ「ダイヤモンド・セレクト」シリーズ ＜本誌＞＜本誌＞＜本誌＞＜本誌＞

スペーススペーススペーススペース 表表表表4444

表表表表2222見開き、見開き、見開き、見開き、

2P2P2P2P

表表表表3333、、、、1P1P1P1P

1/2P1/2P1/2P1/2P

（ヨコ）（ヨコ）（ヨコ）（ヨコ）

1/3P1/3P1/3P1/3P

（タテ）（タテ）（タテ）（タテ）

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

264264264264××××194194194194 285285285285××××420420420420 285285285285××××210210210210 ―――― ――――

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

―――― ―――― 265265265265××××178178178178 129129129129××××171171171171 252252252252××××57575757

285mm285mm285mm285mm

（表（表（表（表4444／／／／264mm264mm264mm264mm））））

210mm210mm210mm210mm

（表（表（表（表4444／／／／194mm194mm194mm194mm））））

3mm3mm3mm3mm （注（注（注（注1111 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

3mm3mm3mm3mm

((((注注注注1)1)1)1)

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版 ＜本誌＞＜本誌＞＜本誌＞＜本誌＞

8mm8mm8mm8mm

（注（注（注（注2222））））

8mm8mm8mm8mm （注（注（注（注2222 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

265mm265mm265mm265mm

（タテ・（タテ・（タテ・（タテ・1/3P1/3P1/3P1/3P

252mm252mm252mm252mm））））

178mm178mm178mm178mm

（ヨコ・（ヨコ・（ヨコ・（ヨコ・1/2P1/2P1/2P1/2P

171mm171mm171mm171mm））））

129mm129mm129mm129mm

（ヨコ・（ヨコ・（ヨコ・（ヨコ・1/2P1/2P1/2P1/2P））））

57mm57mm57mm57mm

（タテ・（タテ・（タテ・（タテ・1/3P1/3P1/3P1/3P））））

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版 ＜本誌＞＜本誌＞＜本誌＞＜本誌＞
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■■■■広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ

4444----2222．．．．「ダイヤモンド・セレクト」シリーズ「ダイヤモンド・セレクト」シリーズ「ダイヤモンド・セレクト」シリーズ「ダイヤモンド・セレクト」シリーズ ＜別冊＞＜別冊＞＜別冊＞＜別冊＞

285mm285mm285mm285mm

190mm190mm190mm190mm

3mm3mm3mm3mm （注（注（注（注1111 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

3mm3mm3mm3mm

（注（注（注（注1111））））

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版 ＜別冊＞＜別冊＞＜別冊＞＜別冊＞

8mm8mm8mm8mm （注（注（注（注2222 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

8mm8mm8mm8mm

（注（注（注（注2222））））

スペーススペーススペーススペース 表表表表4444、、、、表表表表3333、、、、1P1P1P1P

表表表表2222見開き、見開き、見開き、見開き、

2P2P2P2P

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

285285285285××××190190190190 285285285285××××380380380380
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■■■■広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ

5555----1111．．．．「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ【【【【国内版国内版国内版国内版】】】】 ＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞

スペーススペーススペーススペース 表表表表4444

表表表表2222、、、、表表表表3333、、、、

1P1P1P1P

1/2P1/2P1/2P1/2P

（ヨコ）（ヨコ）（ヨコ）（ヨコ）

1/3P1/3P1/3P1/3P

（タテ）（タテ）（タテ）（タテ）

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

180180180180××××170170170170 227227227227××××184184184184 ―――― ――――

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

―――― 211211211211××××158158158158 101101101101××××158158158158 211211211211××××57575757

227mm227mm227mm227mm

（表（表（表（表4444／／／／180mm180mm180mm180mm））））

184mm184mm184mm184mm

（表（表（表（表4444／／／／170mm170mm170mm170mm））））

211mm211mm211mm211mm

158mm158mm158mm158mm

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版 ＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞

3mm3mm3mm3mm （注（注（注（注1111 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

3mm3mm3mm3mm

（注（注（注（注1111））））

101mm101mm101mm101mm

（ヨコ・（ヨコ・（ヨコ・（ヨコ・1/2P1/2P1/2P1/2P））））

57mm57mm57mm57mm

（タテ・（タテ・（タテ・（タテ・1/3P1/3P1/3P1/3P））））

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版 ＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞＜ハンディ判／本誌＞

8mm8mm8mm8mm

（注（注（注（注2222））））

8mm8mm8mm8mm （注（注（注（注2222 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）
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■■■■広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ広告原稿サイズ

5555----2222．．．．「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ「ムック」シリーズ【【【【国内版国内版国内版国内版】】】】 ＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞

スペーススペーススペーススペース 表表表表4444 表表表表2222、、、、表表表表3333、、、、1P1P1P1P

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

227227227227××××158158158158 227227227227××××167167167167

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版

天地天地天地天地××××左右（左右（左右（左右（mmmmmmmm））））

―――― 211211211211××××152152152152

227mm227mm227mm227mm

167mm167mm167mm167mm

（表（表（表（表4444／／／／158mm158mm158mm158mm））））

211mm211mm211mm211mm

152mm152mm152mm152mm

カコミ版カコミ版カコミ版カコミ版 ＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞

3mm3mm3mm3mm （注（注（注（注1111 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）

3mm3mm3mm3mm

（注（注（注（注1111））））

断ち切り版断ち切り版断ち切り版断ち切り版 ＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞＜ハンディ判／別冊＞

8mm8mm8mm8mm

（注（注（注（注2222））））

8mm8mm8mm8mm （注（注（注（注2222 → → → → p3p3p3p3参照）参照）参照）参照）


