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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！
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「名画模写」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

▲油画出身のスタ
ッフがタッチや画
家についての知識
などレクチャー

「学ぶことは真似ること」
！5月のレッスンは、誰もが一度は目にしたことがある
であろう作品模写を行いました。70分という時間制限はあるものの、印象を合
わせるだけでちゃんとその絵に見えてくるから不思議ですね。
それぞれの絵の
タッチや色合いの特徴を観察しながら描いていくと、
こんな筆の使い方もあるん
だ！と新しい発見などがあり、生徒さんも楽しそうにしていました。思い思いに取
り組んだ、渾身の名画をここでいくつかご紹介します♪

▲水面に反射する夕陽の色が本物みたい！

▲本物とは違う良さのアーティスティックさ。

▲実はこの顔、金色です。似てる！

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

︑
こういうのってデザイン会 社が作っ

組み立て説明書を
制作しました！

あ

﹁

てたんだ﹂
と思われる方も多いのではない

でしょうか︒
はい︑実はそうなのです︒
商品

のカタログやポスターのような華やかなビ

ジュアルとは打って変わって︑白黒一色︑
なん

の遊びも ない説 明 書です が︑限 られたス

に︑実に様々な用 件を満たす 必 要があり

ペースでわかりやす く 内 容 を 伝 えるため

ます︒

パーツを撮影して︑
そこからトレース

パーツの絵を描く

各

するのが一番簡単ではありますが︑今回の

江東区 デザイン会社

ようなサイズの大 きな商 品は︑全 く 同じ

https://www.thousanddesigns.com

角 度で撮 影 するのが難しいのです︒
また︑

あまり細かい部 分を精 密にトレースした

とて︑絵柄が複雑になって見辛い画面にな

る可 能 性 も あ りま す︒気 をつけてしなが

ら簡略化しながら描いていきます︒

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！

絵画教室
だより

▲真珠のキラッと感出てます！

▲大人顔負け！透明感のある雰囲気が素敵です。

サウザンドデザイン は2Fにオフィス、1Fにスタジオを構えています。
ちょうどこの時間は自然光が入ってなんだかちょっとアーティスト写真のよう？

制作〜撮影に至るまで

デザイン事務所がひらく

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

やっべ︑
めっちゃ恥ずかしいやん

写 真に撮られるのは慣れが必 要 ︒

代 表の太田 垣の宣 伝 写 真が必 要になったため︑

スタッフが撮 影 をしていま す ︒

﹁まぁいいさ︑
Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐで加工すればなんとかなるわね﹂

何 度 も そ う 思いながら︑心の平 安 を 取 り 戻 していま す ︒

Thousand and Dream Design

のぞみ

月号

千設計図
せん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

と希
千設計図

▲手前の街並みまでよく書き込みました・・・
！

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」

できごと
最近の
ぽろぽろ

■スタッフの声■ （坂田）

千設計図

希の

せん

のぞみ

と

Thousand and Dream Design

誰にでも、
「伝わる」
デザイン

来たる夏に向けて、以前から要望があったウォーターサー
バーをついに導入しました。待たずに温水と冷水が飲めるな
んて、文明の利器に感謝ですね。
ただ蛇口が小さいため、物
によっては注ぎづらいという地味〜な問題も発生中。そうは
言っても便利さには変えられません…。

実際に出来上がった説明書の図はこちら。組み立てる際は床に置いてみることを前提として、大きい図でわかりやすく配置しています。

実際に組み立ててみる

れが非常に大切で︑特に初見でパーツを手に

！

こ

線で記 憶しておく 必 要があ り ま す︒手に取った

した際に何がわかりづらかったのかを︑
ユーザー目

パーツが正しいものか︑向きや折り曲げる方向を

間 違っていないか︑
など︑手 順 確 認と同 時に間 違

えないために何を記載する必要があるかを考え

ます︒
もちろん︑
組み立てる順番も大事です︒

かな手 順や注 意 事 項 を 全て細かく 書 けば

手順の簡略化

細

良いという ものでも あ りません︒字がびっしりの

取説を見て︑読みたくなくなってしまったら元も

子 もないからです︒的 確で必 要 最 小 限にとどめ

た文 字︑直 感でわかる図がなんなのかを︑
ラフの

段階で道筋をたてます︒

パースのつき方

の手の図はＣＡＤなどから自 動 的に起こせ

●机の上で再現する
不思議な街 永代

﹁えいたいみたい﹂
にてペーパークラフトを公

開しております︒永代の街で見つけることので

きる︑興 味 深い建 物 を 選んで制 作しました︒

こ

ると思 われがちです が︑全て手で描いていま す

てていただくことができます︒

どれもＡ４サイズの用 紙に印 刷して︑組み立

合︑説 明 書の図でも同じ長さにした方がわかり

ふと机の上を眺めると︑少しだけほっこりし

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

︵ＰＣ上で︶︒手 前のパーツと奥のパーツが同じ場

た気 持ちになれる︒
そういったサイズ感です︒

お問い合わせ・お見積もりはいますぐ！

出世稲荷神社

やすいかというと実はそうではなく︑見た目に自

デザインに関しての

屋形船

然にわかるよう︑遠近法を取り入れています︒
ど

ますと幸いです︒

「えいたいみたい」
オリジナル
ペーパークラフトの
型紙ダウンロードは
こちらから！

永代橋アニマルクリニック

ぜひ気 軽に挑 戦し︑実 際に手にしていただけ

全６種類を公開中︒

永代橋

のくらいまでパースを強めに表現するかのサジ加

減は
﹁感覚﹂
としか言い表せません︒

三者に見てもらい︑理 解できるかをチェック

出来上がったら見直し

第

と思ってしまった前提条件が︑初めて見る方に伝

してもらいます︒作っているうちに︑﹁ここは当然﹂

わっていない︑
というケースも多々あります︒
また︑

原寸でプリントしてみて︑文字や図が適切な大き

うして出 来 上がった組み立て説 明 書は︑購

さになっているかもチェックです︒

こ

入者のもとへ商品に同梱されて届きます︒
チラシ

サウザンドデザイン のスタッフたちのアバターが出来上がり
ました。
（社長は普通に顔出し予定）。
この紙面ではこのアバ
ターとともにスタッフも登場していきますので、引き続きどうぞよ
ろしくお願いいたします。

是非チャレンジしてみて
ください！

この問題、正解はどこに…？
著作物の観点からは、
キャラクターというのは性格や
特技などの「概念」
であって、著作物ではありません。
しかし、
キャラクターは絵やグッズなど、何らかの形で
表現されていて、その表現されたものには著作権が
発生します。それを真似て描くのは著作権を侵害して
いることになるそうです。
これが当絵画教室でも当て
はまるのか、
ということを文化庁に直接聞いてみたの
ですが、
やはりNGだそうです。小学生がディズニー
のキャラクターを上手に描けるように教えてほしい。
そのリクエストをお断りするデザイナーというのも残
念至極。
自分も子供の時は好きなキャラクターを描い
て大人になったのですから。
ですので、当絵画教室では既存のキャラクターを描く
レッスンはできません。
ただ、おうちで真似して描くこ
とは大賛成ですよ！

さとう

に比べて圧 倒 的に少ないものですが︑
ここで間 違

「絵画教室でジェラトーニを描きたい」
！

あべ

体の価値を下げることにつながります︒
なかなか

「著作権」
について

いがあったり︑
わかりにくかったりすると︑商品自

お役立ち
（？）
コラム

に奥 深い組み立て説 明 書︑制 作のご依 頼 をお待

さくま

さかた

ちしています︒

アバター作りました！

5月号の表紙に登場したギターはいつも応接に置いてあ
ります。
「10秒間、音の戯れ」
というコピーの通り、時々社長
が触っている音が応接から聞こえてくることも。
しかし、
この
前、弦が切れてしまったので、今はディスプレイ化……。100
均なんかで弦も調達できたら便利なんですけどね。

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

