
冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください
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創立委員作品 

 

色絵花鳥文壺含牡丹 黒田 悦子（代表）

 

 

春を呼ぶ若人達 (F20)  秋山 力夫 水神 臼井 吉永 

 

    

立冬立春  (F20)  菊地 義正    No.1ドックの日本丸  (F20)  小松 正彦 
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設立理念

実生会を設立するに当たり、

私たちは、まず心に刻みおかなければならぬことがある。

絵を描くという空間と向き合い、私たちは、

純粋でなければならない。

素直でなければならない。

一途でなければならない。

ともすると私たちは、絵を描くという純粋空間にまで、俗事を引きずってしまう。

反倫理的俗世の栄誉的価値観から少しでも距離を置くためにも、

私たちは、心を強くする努力をしなければならない。

そうして生み出される絵こそが、自分自身を向上させ、

観る人の心に感動を運ぶと信じ、

彩り豊かな内面世界を画布に描き出してゆきたいと、

私たちは切願するのである。

創立同志



冊子テンプレート

（ ×
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委員作品 

 

静  (P20)  伊藤 禮子 白昼夢  (F20)  中井 麻家子 

 

    
晩秋 パリ  (F20)  沼田 鎭雄   サラゴサの街（スペイン）  (P20)  福田 久子 

晩秋の水辺 米沢 孚地枝 秋風 齋藤 弘美

３

冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
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京都にて  (F6)  佐野 正純      厳冬の輝き  松本城  (F20)  高橋 繁美 

 

 

裏通り（フランス ベル）  (F20)  高橋 静慧 聖人達の詩 V  (F20)  中沢 俊彦 

 

 

幽煙  (P20)  野口 悦弘 アオスタの古城（北イタリア）  (F20)  吉本 哲 
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冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
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実生会大賞作品 

 

 

三鷹電車区の跨線橋にて  (F20)  北尾 昭彦（会員） 

 

 

 

優秀賞作品 

 

 
緑の風  (F15)  竹ノ谷 照 （会員）  迎春  (P20)  高 正代 （会員） 
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冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
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晩秋  (F20)  竹内 いせ子 晩秋の彩り（奥入瀬）  (F15)  田中 秀典 

 

 

弥陀如来  (F12)  生畑目 黙靖 心に花を咲かせて  (F15)  室野 靖子 
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冊子テンプレート

（ ×
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春を待つ八ヶ岳  (F20)  岡 紀江 ガーデン  (F10)  奥山 真紀子 

 

 

  
記憶の中  (F20)  小俣 通義 荒崎海岸  (F20)  片岡 知道 

 

 

  
秋の岸辺  (F15)  加藤 和夫 秋色  (P10)  金子 滋子 
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冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
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会員作品 

 

開演前のチェック 秋山 佳子 神田川と聖橋 植竹 博子

日だまりで一休み 臼井 雅子 奥日光の秋 内山 和俊

静かな水辺に眠れる木々たち 梅本 むつよ 竜化の滝 大場 要

６



冊子テンプレート

（ ×
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天空の城（英国）  (P20)  菅原 秀昭 黒い岩と紅葉  (F20)  鈴木 弘一 

 

 

 

朝靄に包まれて  (F20)  鈴木 弘子 五月晴れ  (F15)  髙田 直子 

 

 

 
ブータン風景  (F20)  髙瀬 秋枝 仁科漁港  (F20)  竹田 武司 
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憩  (F20)  倉持 尚弘 初夏  (F20)  小坂 慶子 

 

 

 

コペンハーゲンの岸辺  (M10)  小松 真知子 ﾋﾞﾙ ﾌﾗﾝｼｭ ｼｭﾙﾒｰﾙ  (F20)  齋藤 美知恵 

 

 

 

秘湯・鶴の湯  (F20)  佐藤 清子 我家の朝  (M12)  柴野 保子 
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冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ
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・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 

モリエール像  (F10)  三好 重遠 透明な海  (F20)  山口 清子 

 

 

 

南信濃の春  (F20)  山崎 佳人 しだれ梅  鈴鹿の森  (F10)  山本 典子 

 

 

 

 
海辺  (F10)  吉田 芳朗 

１１ 

冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲
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・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 
流れ  (F10)  筒井 紀子 水たまり  (F20)  中澤 照子 

 

 

ひだまり  (F20)  二野屏 義雄 遠き夏の日  (F20)  根元 照子 

 

 

あじさい  (F12)  野瀬 久美子 木陰にて  (F15)  三園 みさほ 
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冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 

孔雀サボテン  (F6)  市井 利夫  南仏・裏通り  (F10)  大崎 隆一 

 

 

山あいの里  (F20)  大庭 由光 物思い  (F12)  金沢 知恵 

 

 

 
ﾉｲｼｭｳﾞｧﾝｼｭﾀｲﾝ城  (F15)  上條 清子 潮騒（五浦海岸）  (F20)  久保田 市雄 
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冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 
会友作品 

 

１７歳  (F15)  青木 唯 ６：００AM、SUNDAY  (F20)  青砥 啓一 

 

 

亀戸天神太鼓橋  (F10)  飯野 久子 都電と春の風景  (F10)  五十嵐 節子 

 

 

丸亀城  (P20)  石川 菊子 仏手柑  (F6)  伊藤 百合子 

１２ 



冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 

今、咲き誇る  (F20)  菅井 静子 手芸屋さんの店先（パリ）  (F20)  鈴木 瑛子 

 

 

道  (F20)  竹森 幸一 兎に花  (F15)  田村 美季子 

 

 

里いも  (F20)  西本 翠 ｻﾝﾁﾔｺﾞ・ﾃﾞ･ｺﾝﾎﾟｽﾃｰﾗ（北ｽﾍﾟｲﾝ）  (F15)  原島 友三郎 
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冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 

散歩道  (F10)  後藤 節子 フォックスフェース  (F20)  小林 チズ子 

 

 

追憶のアーチ橋  (F15)  里見 勝稔 古木  (F20)  猿橋 ミチ 

 

 

黄色い帽子  (F10)  澤村 陽子 ほおずき市  浅草寺  (F12)  白川 弘子 

１４ 



冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

一般入選作品 

 

秋の神津牧場  (F15)  石坂 信彦 スワン川のほとりでゆっくりと  (F15)  入澤 仁美 

 

 

 

午前 6時  (F15)  太田 ホノミ 鴛鴦  (四切り)  小川 結生 

 

 

 

諏訪湖畔  (F8)  小澤 保臣 静物  (F20)  尾野 ツヱ  

 

１７ 

冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 
椿  (F10)  藤ヶ崎 澄子 シテ演ずる佐渡の能舞台  (F10)  舩木 紀 

 

 

フィレンツェ  (F20)  伴 栄子 ひととき  (F10)  堀部 みさほ 

 

 

静物  (F10)  渡辺 勝子  

１６ 



冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 

光る街角  (F6)  武田 堅雄 未来  (P12)  塚田 夏規 

 

 

優雅たれ  (F20)  塚田 有規 点検整備  (F10)  津久井 宏幸 

 

 

只今練習中  (F8)  津村 多鶴子 小舟  (F20)  中川 秀空 

１９ 

冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 
ばーちゃんの帰省  (A2)  金澤 大作 水あそび  (F10)  倉内 明美 

 

 

青空に笑う向日葵  (F10)  黄 梅 かくのう  (F6)  小松原 弘一郎 

 

 
リビング  (F10)  斎藤 喜世 公園の四季（春）  (F15)  曽根 静江 

１８ 



冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 

初秋の海景  (F20)  樋口 美知子 ポピーの涙  (M10)  宮坂 武親 

 

 

アサバスカ氷河  -夏  (F15)  八嶋 武雄 空間  (F15)  山内 信子 

 

 

秋  (F8)  山下 公子 グリンデルワルトの思い出  (F15)  山田 陽城 

２１ 

冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 

くまの気持ち  (F6)  奈良 恵利佳 牛骨  (F15)  二戸 正昭 

 

 

 
初秋の姫路城  (P20)  橋本 俊一 坂の上のカフェ（オビドス）  (F15)  橋本 秀子 

 

 

 

つかめ、勝利を。  (F20)  増田 初子 西目屋で岩木山  (F20)  三上 慶子 
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冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

第４回 実生会展 受賞者、推挙者

実生会大賞 北尾 昭彦

優秀賞 高 正代 竹ノ谷 照

会員努力賞 加藤 和夫 柴野 保子 髙瀬 秋枝 竹田 武司

会員佳作賞 臼井 雅子 小俣 通義 菅原 秀昭

クサカベ賞 大場 要

ターレンス賞 小林 チズ子

大額賞 田村 美季子

東美賞 佐藤 清子

トークロ賞 伴 栄子

マツダ賞 秋山 佳子

マルオカ賞 太田 ホノミ

ヴィックアート賞 黄 梅

努力賞 鈴木 瑛子 小澤 保臣 中川 秀空

佳作賞 青木 唯 金澤 大作 塚田 有規 津久井 宏幸 八嶋 武雄

委員推挙 倉持 尚弘

会員推挙 石川 菊子 大庭 由光 上條 清子 猿橋 ミチ 白川 弘子 菅井 静子

鈴木 瑛子 田村 美季子 原島 友三郎 渡辺 勝子

会友推挙 太田 ホノミ 尾野 ツヱ 金澤 大作 塚田 夏規 津久井 宏幸 中川 秀空

二戸 正昭 橋本 俊一 橋本 秀子 増田 初子 三上 慶子 八嶋 武雄

山内 信子 吉本 悦子

冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 

思い  (F8)  横山 喜美子 春  (F8)  吉野 貞子 

 

 

記憶  (A3)  吉本 悦子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２ 



冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

第５回 実生会展
作品募集

会期 年２月２８日（金）～３月４日（水）

会場 上野の森美術館
本館 階全フロアー

作品サイズ 号～ 号
（油絵、日本画、水彩画、版画、他）

搬入予定日 年 月 日（水）、 日（木）東美本社へ

詳細は下記事務所までお問い合わせください。

〒３０６－００５３茨城県古河市中田２４２２－６

実生会事務所 野口 悦弘

実生会

本年度審査担当役員 近影 （ 年 月 日 撮影）

後列 中井 麻家子 沼田 鎭雄 小松 正彦 高橋 繁美 中沢 俊彦

前列 秋山 力夫 菊地 義正 黒田 悦子 野口 悦弘 吉本 哲

創立委員 臼井 吉永 佐野 正純 高橋 静慧

委員 伊藤 禮子 福田 久子 米沢 孚地枝 齋藤 弘美 竹内 いせ子 田中 秀典 生畑目 黙靖 室野 靖子

予告



冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

冊子テンプレート 

B5 1P（182mm × 257mm ) 

 
 

 

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲 

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ 

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲 

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★ 

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で 

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください 

冊子のデータ製作について 

・ページ数は表紙も含めた数になります 

・データは 1Pごとでも 見開きでもご入稿頂けます 

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください 

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示 

ください 

 



冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

第４回

実生会展 図録

発行日 年 月 日

発行 実生会

後援 東京都

上野の森美術館

会期 年 月 日～ 日

実生会事務所（野口悦弘 方）

〒 茨城県古河市中田

実生会

冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 

 

 

●瓦せんべい ●文楽人形焼 
創業明治二十三年 

 

本店 東京都台東区上野 4-5-6 ℡(3832)1001 

神楽坂工場・売店  ℡(3269)0480 

ホームページ     http://www. kamei-do.co.jp 

 



冊子テンプレート

（ ×

●水色の枠線……切れてはいけない要素（文字やロゴ等）をいれる範囲

●ピンクの枠線…仕上がりのサイズ

●みどりの枠線…フチなし印刷にする場合、背景を伸ばす範囲

 
★★★ ＰＤＦに変換して入稿される場合 ★★★

「ヘッダーフッター」画面（カーソルが矢印になる上下の余白の範囲で

ダブルクリック）より色つきのガイド線を消してから変換してください

冊子のデータ製作について

・ページ数は表紙も含めた数になります

・データは ごとでも 見開きでもご入稿頂けます

※見開きの場合はページ順どおりにご作成ください

・白紙のページがある場合は コメント欄にご指示

ください

 


