
M’ s  Collection

Lamborghini 
MIURA P400

対応分野：玩具・模型関係、家電･家具関係、自動車関連部品･用品など工業製品全般

●（組立て・取扱い）マニュアル（紙・電子）の企画・制作・印刷 
●デザイン／イラスト／撮影

■ユーザー向け：組立て説明書・取扱い説明書
■営業販売用：販売カタログ、新製品ニュース、販売研修用教材
■技術関係用：サービスマニュアル、工事説明書、パーツリスト、仕様書、展開図
■図面：テクニカルイラスト、回路図、基板図、ブロック図、トレース 
　　　　

【 業 務 案 内 】
Business guide
※主な使用アプリケーション：
Adobe Illustraitor & Photoshop 

写真撮影
Taking a picture

イラスト作成
Illustration making

レイアウト
Layout

印刷・納品
Print and delivery

フォトレタッチ、パッケージイラスト
Photograph correction and package illustration

★クライアント様との打ち合わせにそった
最適な手順で組立て方を思案します。同時
に全体の企画・構成もします。
レイアウトをラフスケッチに落とします。

★ラフスケッチを基にパーツごとに撮影し
ます。パーツの位置が絵的に狂いの無いよ
う調整しながら撮影し、イラスト用の下図
を作成します。
CAD データなどがある場合はこの作業は
不要です。 

★出来上がった下図や CAD データをもと
にイラストを起こします。
ただトレースするのでなく、取り付け部分
などを強調、必要の無い部分は省略などし、
組立てのわかりやすさ最優先に調整しなが
ら作成します。

★部品図や展開図なども同様に作成します。

★出来上がったイラストと文章をレイアウト。
読み手に応じたわかりやすくシンプルなレイアウトを心がけます。
必要以上の情報はかえって見難くします。
反対にわかりにくい部分は拡大図などを入れて補足します。 

★校正を終え、出来上がった原稿はデータ納
品の場合はそのまま納品、印刷完成の場合は
提携印刷会社にて印刷・直送いたします。 

元写真画像

●調整画像

●加工画像

●イラスト加工例 1

●イラスト加工例 3

●イラスト加工例 2

●イラスト加工例 4

ミニカー（全長 5cm）

料金
Charge
★基本A4サイズ /ページ（レイアウト）：5,000 円～
★イラスト作成：別途
★印刷：別途（同時にお見積り致します）
※ご事情に合わせて柔軟に対応いたします

〒426-0085      
静岡県藤枝市助宗 1828-1
代表 : 向 島  雅 典 http://emskobo.com

Tel: 054-647-0647 　  
Cel: 090-7434-9626
E-mail: muko@emskobo.com

組立て思案
Assembly thought

★主な業務内容の組立てマニュアル制作の一例を簡単にまとめました。
 大きさは名刺サイズから A3、不定形サイズやページもの、折りなどにも
対応いたします。また、広告用完成写真やイラストや線画・部品図作成の
みの作業にも対応いたします。製品作りは御社、説明書の制作は当社に丸
投げで是非お任せください。御社のマニュアル製作部門とクレーム対応の
人件費を削減いたします。詳細はHPをご覧ください。

DTP関連、印刷物はお任せください
2007.01.22

乱反射

バルジ

ランプ

★パッケージ用などの写真やイラストを作成
します。印象的な構図でライティングや被写
体深度にも気を配り完成品撮影後、カラーや
コントラスト、形状まで修正・調整し雰囲気
良く仕上げます。
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　この度はエム図工房のHPをご覧いただいてありがとうございます。
私は学生時代は写真が好きで、高校は写真部、大学も写真工学科と
いう珍しい分野を専攻して趣味を深めました。卒業して某大手模型メ
ーカーに就職、のマニュアル作成部門に11 年間勤めることになりまし
た。そこで写真の技術を生かすことができました。模型の説明書のあ
のイラストは写真をトレースしてイラストに起こしています（最近では
3DCAD などから転用したりもしています）。できるだけ柔らかいタッ
チで余分な線を省いて要点を強調してあるのが特徴です。模型の説明
書は初心者や子供に、いかにわかり易くできるかが一番のポイントに
なります。そのために組立て手順を熟考し、イラストや写真を効率よく
配し、なおかつ洗練されたデザインでなくてはなりません。一目見て
直感的に入ってくるのは文字よりも写真やイラストであるように、視覚
に訴えかけるのが一番理解が早いと思われます。文章は読むのが面倒
だし読まない人もいます、個人的な理解力や知識にも左右されます。
写真やイラストであれば言語の違い、言葉の壁も越えられます。
極端なことを言えば文章は必要最低限のみ、写真とイラスト重視なレ
イアウトがベストと言えるのではないでしょうか。模型の説明書はそう

いった意味で最も考えられており、ハイクオリティでなければいけない
所以だと思います。説明書は製品の売り上げに直接貢献できるもので
はありませんが、スムーズに楽しく進め、自然にもう一度作ってみたく
思わせることができれば、クレームも減るし、製品のクオリティアップ
につながり、十分に貢献するものとなり得ると思います。
夢の独立を考えはじめてから5 年、目的どおりフリーエージェントへの
道に進むこととなりました。その間はまさに IT 革命のど真ん中、パソ
コンとインターネットの急速な進歩は私の独立にとって大きな後押しと
なったのは言うまでもありません。事務所や会社を持たなくても、イン
ターネット環境を活用して、ワーク･ユニットで仕事をしたり、バーチャ
ル・カンパニーを運営したりもできるようになりました。SOHO という
言葉の定着で、ホームオフィス（自宅事務所）もマイナーなイメージで
はなくなりました。まさに、『期が熟した』とはこの事ではないでしょうか。
優れたパソコンが一台あれば会社にいるのと同じ作業が可能です。
是非、御社のご繁栄とご発展にビジネスパートナーとして末永くご協
力できればと思います。
                               2007 年 2月　エム図工房 代表：向島 雅典

　

Computer
■Apple iMac(MA589JA) /2.16GHz(Intel) 
/1GB(Mem) /250GB(HDD) /Mac OS X 
■NEC Lavie M /1.3GHz(Intel) /256MB

(Mem) /2GB(HDD) /Win XP
■Dell Dimension2300C /1.7GHz(Intel) 
/128MB(Mem) /2GB(HDD) /Win XP

Application
■Illustrator CS2
■Photoshop CS2

■Homepagebuilder V8
■Dreamweaber 8
■InDesign
■office 2004

D-Camera (at Studio)
■Canon PowerShot A700

MO
■BUFFALO MO-PL1300U2 

Printer
■EPSON PMG-700

Scanner
■EPSON GT-6600U

Technical manual

presented by emskobo.
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