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絵画教室
だより

株式会社サウザンドデザイン
東京都江東区永代1-9-2 KS-3ビル1F ／ 2F

Thousand and Dream Design

デザインに関してのお問い合わせ・お見積もりはいますぐ！

https://www.thousanddesigns.com
江東区デザイン会社
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▲ラップを寄せて
いる様子

。手早く複雑な模様
を作っていきます
。

絵を描くというと、一見文房具や画材を使って描くようなイメージがあります
が、実は身の回りにあるものを利用していつもとは違う表現をしてみるのも楽し
さの一つです。
そんな今回、使用したのは
「ラップ」
！薄く伸ばしたアクリルが乾か
ないうちにラップを重ねて、皺を作り、
テクスチャを作るというものですがこれが
割と面白い。出来上がった模様を見ながら、何に見える？と話し合いながら進め
ていくと、一人一人違った景色や生き物が姿を現しました。

▲黒ベタと線の描き分けがよく考えられています！

▲建物のシルエットと青のコントラストが素敵。

▲お洒落な海外ポスターのよう！

▲グラデーションの使いどころがナイスです！

Eメールでも受付中！

info@thousanddesigns.com

Eメールでも受付中！
03-5809-8024（10:00〜18:45）
（フリーダイヤル）
0120-095-905
info@thousanddesigns.com

6月の課題

▲絶妙な色合いが雰囲気にマッチ。

03-5809-8024（10:00〜18:45）
0120-095-905（フリーダイヤル）

﹁デザイン会社社長が
教 え ま す！チラシデ
ザインの３つの流儀﹂

このたび︑
はこぶね便事務局というキリ

スト教の団体主催でオンラインセミナーを

開 くことにな り ま した︒
７月６日ですの

で︑
この記事がお手元に届く頃には終わっ

ているかもしれません︒
以下に案内を掲載

します︒
←

オンラインイベントが数多く開催され

るようになりました︒集 客に不 可 欠な要

素のひとつは
﹁広 告 デ ザイン﹂
です︒
あな

江東区 デザイン会社

たのチラシデザインは︑大 事なポイント

デザインに関してのお問い合わせ・お見積もりはいますぐ！

をおさえていますか？

・オンラインイベントの集客がイマイチ …
・長 時 間かけてチラシを作っても人 が集

‼

まらない！

・レイアウトの基本が知りたい

そんな方は必見！

今回のセミナーでは︑
数多くの一般企業

のチラシ・ポスター・カタログ・ＤＭ・ウェ

ブなどのデザインを手掛けているデザイ

ン会社社長をお迎えし︑
具体的に︑
チラシ

のレイアウトをレクチャーして頂きます︒

入社面接で学校を卒業したばかりの方

が︑
Ａｄｏｂｅソフトの使い方に慣れるのに

の作品を見せていただくことも多いのです

手一杯で︑﹁良いデザインを作る﹂
ところまで

手が回っていないのかな︑という 気がしま

ソフトの使い方も大事ですが

ビルの1Fにある絵画教室は、住宅街の中、遠くから見ても目立つように窓にロゴが貼り付けてあります。
この度、張り替えを行ったので記念の一枚です。

https://www.thousanddesigns.com

デザイン事務所がひらく

月号

千設計図

7月号

希の
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と希
千設計図

▲細かい羽の模様までよく描けました！構図も◎

カタログ、
チラシ、DM、
WEB、会社案内等の制作はサウザンドデザインにお任せください。
創業12年、
「長持ちするデザイン」
の制作に励んでいます。

株式会社サウザンドデザイン
チラシ

お問合せ
お見積もり
はこちら

DM

カタログ

WEB

情報誌

0120-095-905
（月〜土

〒135-0034
東京都江東区永代1-9-2 KS-3ビル2F
株式会社サウザンドデザイン まで

江東区 デザイン会社

10:00-18:45）

Eメールは
こちらから

会社HP

お客様のご予算に応じて、
手抜きをしない最適解をご提案いたします。
また、
デザイナーが教える絵画教室や
地域観光サイトも運営中。
区で
江東 No.!
気
人
デザイン事務所がひらく
「やさしい絵画教室」
designroom.me

永代を楽しむサイト

夜開いている証明写真店

eitai.tokyo

yoru-p.tokyo

「えいたいみたい」

「ヨルぴー」

ダメじゃない例
Merry Christmas!
パッと見で分かる

絵画教室の看板や、
ロゴなど大判の印刷に使っていたプ
リンター。
この度、社内の断捨離により手放すことにしまし
た。
「云十万したのに…」別れを名残惜しむ
（？）社長の図。

●いつ、どこである
のかすぐにわかる

この方こそ主キリストです。

お誘い

クリスマスの本当の意味を
教会で味わってみましょう！

入場無料

軽食あり

予約不要

食事会・祝会

のかわかりづらい

◆日 時◆12 月２３日（日）1０時 30 分〜 1１時５0 分 ( 礼拝 )
１２時 10 分〜 1３時４0 分 ( 食事会・祝会 )

1０時 30分 〜 1１時５0分
１２時 10分 〜 1３時４0分

◆場 所◆日本東京キリスト教会
◆℡：03-5809-8024 牧師：太田垣 道宣

〒135-0034 東京都江東区永代 1-9-2 KS-3 ビル
●車椅子の方は専用席をご用意いたしますので、
事前にご連絡ください。●駐車場3台まで
●コロナ対策について：座席を間引いております。入り口にて検温手洗い消毒にご協力ください。

東京メ
トロ東西線「門前仲町駅」
より中央区行き市バス5番「永代一丁目」下車／駅より徒歩8分

☎03-5809-8024

（火〜土 10:00-20:00）

担当：太田垣 道宣

のぞみ

の

Thousand and Dream Design

す︒
むしろソフトの使い方は後回しでよくて︑
デザ

！

インとして抑 えておくべき 骨 組みの部 分を伝 え

たいな︑
と思ったのが始まりです︒
写真の縁をぼか

したり︑文字を立体的にすることなんて︑機能さ

え知っていれば誰でもできることですから︒

自分でデザインをやりたい方に︒

最近はソフトの進化もあり︑自分で結構なレベ

ルまで作ることができます︒
デザインを本職とし

ている人とそうでない人の差が縮まってきたとい

うことです ね︒我々プロが 世の中の広 告 を 見る

際︑
それが本職の手によるものかそうでないかを

見極めるポイントが︑今回のセミナーでお話させ

ていただく 内 容です︒
プロしかわからないような

細かいポイント︑
というわけではありません︒
世間

一般の
﹁見る側﹂
の人は︑
おそらく無意識にその違

いを感じ取っているはずです︒
故にしっかりしたデ

ザインには人は信頼を寄せますし︑
そこに私たち

の存在意義があるのです︒

セミナーを受けるとプロに？

●雨の永代

みなさんは雨はお好きですか？ 特に梅雨

の時 期はジメジメするので過ごしにく くなり

力 を 蓄 えている様 子 を︑その色から見ること

ま すが︑外に目 を 向 けると︑植 物たちが内に

https://www.thousanddesigns.com 江東区デザイン会社

様子を写真に収めています︒
ご自宅から︑
ぜひ

お問い合わせ・お見積もりはいますぐ！

ができます︒﹁えいたいみたい﹂
では雨の永代の

「えいたいみたい」
街の様子や
花壇マップは
こちらから
ご覧いただけます！

確かに我々にとっては企業秘密にあたる仕事の

じっくりご覧ください︒

「デザイナーと夏休みの宿題
絵画を仕上げよう！」

大事な部分を教えてしまってもいいの？とも思い

ますが
︵笑︶
︑実 際にお客 様の原 稿で再 現 するた

めにはそこそこ練習が必要です︒
ただ︑練習をす

るにしても正 解を知っているのと知らないのとで

は大 きな違いがありますので︑
このセミナーをヒ

ントに︑
プロを目 指していただければ近 道になる

と思いま す︒
セミナーの題 材は
﹁チラシ﹂としてい

ま すが︑
Ｗｅｂにもカタログにも 応 用の効 く 内 容

絵画教室からのお知らせ！

デザインに関しての

と希
千設計図
せん

適当に作った感があり、
主催団体に信頼を置けない
です︒
ぜひご自 身の能 力 開 発のために︑参 加され

【参加費用】
3,500円（税込）
ただし、6月30日
（水）
までのお申し込みの方に限り、早割価格
は10％オフの3,150円（税込）
で、
ご参加いただけます。

★私たちは正統派プロテスタント教会です

私たちは正統派プロテスタント教会です

てはいかがでしょうか︒

「デザイン会社社長が教えます！
チラシデザインの３つの流儀」

●色がどぎつい

東京都江東区永代 1-9-2 KS-3 ビル

日本東京キリスト教会

【プログラム】
1.挨拶、
自己紹介など 2.セミナー 3.Q&Aタイム 4.まとめ

この度新川区民館主催で出張
絵画教室を行うこととなりまし
た。普段はマンツーマンですが、
今回は集団レッスン。集中して
取り組んだ絵がどんな仕上がり
になるのか、
スタッフ一同楽しみ
です♪（申し込みは新川区民館
まで）

●いつ、どこである

入場無料 軽食あり。どなたでもお越しください！

12月２３日（日）

第11回はこぶねwebセミナー

https://hakocata.theshop.jp/items/
45596709

ている

してしまった場合は、控室をご用意していますので、
お気軽にご利用ください。

7月6日（火曜）19:30-21:00

5月号で検討していたペンタブですが、
この度改めて導入
することになりました！絵を描けるスタッフが多いのも弊社の
強み。早速撮影の下図や、
アイコン作成、
ブランディングイラ
ストの制作など、各机上でフル活用しています。

●全体的に雑然とし

聖書

好き嫌いではなく、
「きちんと伝わるか」

チケットご購入はこちらから

●英語が読めない

クリスマスの本当の意味を教会で

●赤ちゃんからご年配の方まで、
どなたでもお越しいただけます。礼拝中、
お子様が泣き出

お問い合わせは

断捨離Part2はA2サイズ対応の裁断機×２。使用頻度が
下がっていた為、一か八かでフリマアプリに出品してみると
…・・意外にもさくっと売れたのでした。
たくさん使っていた
だける所に行くのが裁断機も本望でしょう。

ない

味わってみましょう！

礼拝

とまりがある

パッと見でわから

クリスマス礼拝・祝会のお誘い

きょうダビデの町で、あなたがたのために救い主がお生まれになりました。
この方こそ主キリストです。

●なんの催し物か

聖書

Merry
Christmas!

2021年

●色が落ち着いてま

あなたがたのために救い主がお生まれになりました。

礼拝・祝会の

●日本語で伝わる

にまとまりがある

きょうダビデの町で、

クリスマス

●なんの催し物か

●情 報 の 種 類ごと

ダメな例

チラシデザイン

できごと
ぽろぽろ

３つの流儀

最近の

■スタッフの声■断捨離と整理整頓で社内が少しずつすっきりしてきました。部屋が綺麗だとやっぱり気持ちがいいですね！自分のお部屋もすっきりさせたいと思います
（笑）
（佐久間）

https://www.eitai.tokyo

を

もっとみたい

TEL:03-5809-8024（10:00〜20:00）
0120-095-905（フリーダイヤル）

Eメールでも受付中！

info@thousanddesigns.com

