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for Windows

表面を作成・印刷しよう
一太郎編

『筆王 ZERO』
（以下、筆王）を使って表面
（宛名面）の印刷を行います。筆王には、住所録を作成する
ための便利なナビゲーション機能が用意されていますので、画面の指示に従って入力するだけで、住
所録を作成し、郵便番号・住所・宛名などの情報が、はがき宛名面の所定の位置にレイアウトされます。
筆王ドットコム……http://www.fudeoh.com/

住所録を作成する

筆王編

1. 住所録ファイルを作成する

筆ぐるめ編

❶ 筆王をはじめて起動すると住所録ファイ
ルの作成を求められます。
❷［住所録を新規作成］
ボタンをクリックし
ます。
❸ 任意のファイル名を入力します。
❹ ファイルに使用したいアイコンをクリック
して選びます。
❺［次へ］ボタンをクリックします。

参考

筆王を起動すると
［筆王スタートパネル

が表示されます。ここでは
［筆王］をクリックして
操作をはじめます。

筆まめ編

2. 差出人情報の登録を
開始する
❶［差出人の登録］画面が表示されます。
❷［次へ (N)］ボタンをクリックします。

宛名職人編
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3. 差出人の名前・住所を
入力する

参考

郵便番号を入力して

一太郎編

❶ 氏名を姓と名に分けて入力します。
❷ 必要に応じて連名を入力します。
❸［次へ (N)］ボタンをクリックします。
❹ 郵便番号、住所を入力します。
❺ 必要に応じて勤務先、部署名などを入力
します。
❻［次へ (N)］ボタンをクリックします。

ボタン

をクリックすると、郵便番号からわかる住所が住
所欄に自動的に入力されます。

筆王編

4. 差出人の情報を入力する
❶ その他の情報を必要に応じて入力します。
❷［次へ (N)］ボタンをクリックします。
❸ 登録された情報を確認します。
❹［完了］ボタンをクリックします。

筆ぐるめ編

5. 宛先の入力を開始する

筆まめ編

❶［操作手順］バーの［住所録］ボタンをク
リックします。
❷［住所録の編集］
をクリックします。
❸［宛先カードの追加］
をクリックします。
❹［カードの追加］画面が表示されます。
❺［自宅住所］か［勤務先住所］をクリックし
て選びます。
❻ 郵便番号もしくは電話番号を入力します。
❼［次へ (N)］ボタンをクリックします。

宛名職人編
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6. 氏名や住所を入力する

一太郎編

❶ 氏名を姓と名に分けて入力します。
❷ ボタンをクリックして敬称を選びます。
❸ 住所欄を入力します。
❹ 必要に応じてそのほかの情報を入力しま
す。
❺［完了 (F)］ボタンをクリックします。
❻ 確認のメッセージが表示されます。
❼［OK］ボタンをクリックします。

筆王編

7. 次のカードを作成する

筆ぐるめ編

❶［もう 1 枚カードを追加 (N)］ボタンをク
リックします。
❷ 前述の手順 4〜6 の操作を繰り返します。
❸ 住所録が完成したら
［追加終了］ボタンを
クリックします。

8. 住所録を保存する

筆まめ編

❶［ファイル (F)］
メニューをクリックします。
❷［住所録 (B)］にマウスポインタを合わせ
ます。
❸［住所録ファイルを保存 (S)］をクリックし
ます。
❹ 確認のメッセージが表示されます。
❺［OK］ボタンをクリックします。

宛名職人編
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表面を作成する

1. 表面のレイアウトを
変更する
一太郎編

❶［操作手順］バーの［表面］ボタンをクリッ
クします。
❷ 入力した宛先が表示されます。
❸［デザインの新規作成］
をクリックします。
❹［用紙を選択してデザインを新規作成］を
クリックします。
❺［新規作成ウィザード］が表示されたら
［官
製はがき］
をクリックします。

筆王編

2. 表面のレイアウトを選ぶ

筆ぐるめ編

❶ 年賀状用のデザインの中から好みのもの
をクリックして選びます。
❷［完了］ボタンをクリックします。
❸ 選んだデザインが適用されます。

筆まめ編

3. デザインファイルを
保存する

宛名職人編

❶［ファイル (F)］
メニューをクリックします。
❷［デザイン (F)］
にマウスポインタを合わせ
ます。
❸［両面の名前を変えて保存 (A)...］
をクリッ
クします。
❹［両面の名前を変えて保存］画面が表示さ
れます。
❺ 任意のファイル名を入力します。
❻［保存 (S)］ボタンをクリックします。

年賀状作成
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4. デザインファイルを
印刷する

一太郎編

❶［操作手順］バーの［印刷］ボタンをクリッ
クします。
❷［表面・裏面印刷］
をクリックします。
❸［表面印刷（宛先）］
をクリックします。
❹［印刷］画面が表示されます。
❺［印刷対象］
タブをクリックします。
❻ 印刷するデータをクリックして選びます。

筆王編

5. 印刷のオプションを設定する

筆ぐるめ編

❶［オプション］
タブをクリックします。
❷ 必要に応じて印刷の位置を調節します。
❸ 一度に複数枚印刷しないで、1 枚ずつ印
刷したい場合には、
［ 一枚ずつ確認しなが
ら印刷する (V)］にチェックマークをつけ
ます。
❹［印刷ダイアログをだす (D)］にチェック
マークをつけます。
❺［記録］
タブをクリックします。
❻ 印刷したという記録を残したい場合は、
［ 送 信 情 報をカードに記 録 する (K)］に
チェックマークをつけます。
❼［OK］ボタンをクリックします。
参考

［一枚ずつ確認しながら印刷する (V)］

にチェックマークをつけた場合、ひとつひとつの
データを印刷する前に確認画面が表示されます。

筆まめ編

6. 確認のメッセージが
表示される
❶［用紙の確認］画面が表示されます。
❷［OK］ボタンをクリックします。
❸［筆王（確認印刷）］画面が表示されます。
❹［印刷 (P)］ボタンをクリックします。

宛名職人編
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裏面を作成・印刷しよう
本書付属の「素材 CD-ROM」から年賀状素材を取り込んで裏面の作成・印刷を行います。ここで
は、すでにデザインされた
『完成版』はがきを使う方法、複数の素材を組み合わせて使う方法、お
手持ちの写真画像などと合成して使うフレーム素材を使う方法を解説します。

『完成版』
はがきを使って裏面を作成する
一太郎編

1. 新しいデザインファイルを
作成する
❶［操作手順］バーの［裏面］ボタンをクリッ
クします。
❷［パーツの背景の追加と変更］
をクリックし
ます。
❸［背景の選択］
をクリックします。

筆王編

注意 !

『 完成版 』はがきは、 素材 CD-ROM

Disc1 に収録されています。素材 CD-ROM は、
あらかじめ DVDドライブや CD-ROMドライブに
入れておいてください。その際、本書 76 ページ

筆ぐるめ編

以降の『素材 CD-ROM ご利用にあたっての注意
事項』
を必ずお読みください。

2. 裏面のデザインを選ぶ

裏面を横置きにする場合は、
［ 裏面を回

宛名職人編

参考

筆まめ編

❶［背景の変更］画面が表示されます。
❷［なし］
を選びます。

転する (K)］にチェックマークをつけてから
［次へ
(N)］ボタンをクリックします。

年賀状作成
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筆王編
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3. CD-ROM を読み込む

一太郎編

❶ フォルダマークのボタンをクリックし
ます。
❷
ボタンをクリックして一 覧から DVD
ド ラ イ ブ も しく は CD-ROM ド ラ イ ブ
（［CD_01］）
を選びます。
❸ 目的の素材が入っているフォルダをダブ
ルクリックして開いていきます。

筆王編

注意 !

DVDドライブや CD-ROMドライブを

選ぶ際に、環境によっては
［CD_01］
と表示され
ないことがあります。その場合には、DVDドライ
ブや CD-ROMドライブ
（「d」や「e」など環境によっ
て異なります）
を選んでください。

4. 目的のフォルダを選ぶ
筆ぐるめ編

❶ 目的のフォルダが開くまでダブルクリック
していきます。
❷［OK］ボタンをクリックします。

注意 !

目的のフォルダを選ぶ際には、必ず目的

のフォルダまでダブルクリックします。アイコンの
フォルダの絵が開いた状態になるまでクリックしま
しょう。

筆まめ編

5. 『完成版』はがきを選ぶ
❶ 選んだフォルダの中身が表示されます。
❷ 目的の素材ファイルをクリックします。
❸［OK］ボタンをクリックします。

宛名職人編
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6. デザインを保存する

注意 !

一太郎編

❶［裏面］タブをクリックして取り込まれた画
像を確認します。
❷［ファイル (F)］
メニューをクリックします。
❸［デザイン (F)］
にマウスポインタを合わせ
ます。
❹［両面の名前を変えて保存 (A)...］
をクリッ
クします。
❺［両面の名前を変えて保存］画面が表示さ
れます。
❻ 任意のファイル名を入力します。
❼［保存 (S)］ボタンをクリックします。
背景画像を取り込んだ際に、プリンタ

設定の確認メッセージが表示される場合がありま
す。 その場合には、
［はい (Y)］ボタンをクリックし

筆王編

て、用紙のサイズや印刷の向きを確認してくださ
い。

7. 『完成版』はがきを
印刷する

筆ぐるめ編

❶［操作手順］バーの［印刷］ボタンをクリッ
クします。
❷［表面・裏面印刷］
をクリックします。
❸［裏面印刷］
をクリックします。
❹［印刷］画面が表示されます。
❺ 印刷する枚数を入力します。
❻ 必要に応じて［オプション］タブをクリック
して印刷位置の調整などを行います。
❼［OK］ボタンをクリックして印刷を開始し
ます。

筆まめ編

P O I

N T

素材を「背景」として取り込むと…
画像の縦横の比率が変化します。 なお背景として設定し

す。素材を「背景」として取り込んだ場合、印刷できる範

た画像は、サイズを変更したり移動したりすることはでき

囲ぴったりに画像が配置されますので、場合によっては、

ません。
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筆王編

宛名職人編

筆王では印刷できる範囲が赤色の点線で表示されていま

35

Ｗｏｒｄ編

『完成版』
はがきにコメントを入力する

1. 文章を入力する
一太郎編

❶［操作手順］バーの［裏面］ボタンをクリッ
クします。
❷［パーツ・背景の追加と変更］
をクリックし
ます。
❸［文章の貼り付け］
をクリックします。
❹［文章の入力］画面が表示されます。
❺ 文章を入力します。
❻［書式設定バー］で書式を設定します。
❼［編集画面に戻る］ボタンをクリックし
ます。

筆王編

2. 文章枠のサイズや位置を
変更する

筆ぐるめ編

❶ 文字が入力されます。
❷ 各辺のハンドル（■マーク）にマウスポイ
ンタを合わせて、そのままドラッグ＆ドロッ
プすると任意のサイズに変更できます。
❸ 枠をそのままドラッグ＆ドロップすると、
任意の位置に移動できます。

参考

入力した文章の上で右クリックして［書

式 ...］
を選ぶと、文章の書式（フォントなど）
を変更
できる画面が表示されます。

筆まめ編

複数の素材を組み合わせて裏面を作成する

1. 新しいデザインファイルを
作成する
❶ 33 ページの手順を参考にして［背景の変
更］画面を表示します。
❷ フォルダマークのボタンをクリックし
ます。

宛名職人編

参考

イラストなど組み合わせて使用する素材

は、素材 CD-ROM Disc2 に収録されています。

36

かんたん年賀状素材集 2009 年版

Word 編

2. 台紙デザイン素材を選ぶ
❶

注意 !

一太郎編

ボタンをクリックして一 覧から DVD
ド ラ イ ブ も しく は CD-ROM ド ラ イ ブ
（［CD_02］）
を選びます。
❷ 目的の素材が入っているフォルダをダブ
ルクリックして開いていきます。
❸［OK］ボタンをクリックします。
❹ 目的の素材ファイルをクリックします。
❺［OK］ボタンをクリックします。
DVDドライブや CD-ROMドライブを

選ぶ際に、環境によっては
［CD_02］
と表示され
ないことがあります。その場合には、DVDドライ
ブや CD-ROMドライブ
（「d」や「e」など環境によっ
て異なります）
を選んでください。

筆王編

3. さらに素材を追加する

筆ぐるめ編

❶ 取り込んだ台紙デザイン素材を確認します。
❷［パーツ・背景の追加と変更］
をクリックし
ます。
❸［画像の貼り付け］
をクリックします。
❹［図の挿入］画面が表示されます。
❺
ボタンをクリックして一 覧から DVD
ド ラ イ ブ も しく は CD-ROM ド ラ イ ブ
（［CD_02］）
を選びます。
❻ フォルダをダブルクリックして、目的の素
材ファイルが入っているフォルダを開いて
いきます。
❼ 目的の素材ファイルをクリックします。
❽ ボタンをクリックして［調整しない］を選
びます。
❾［開く (O)］ボタンをクリックします。

筆まめ編

4. イラストのサイズや位置を
変更する

宛名職人編

❶ 選んだイラスト素材が表示されます。
❷ イラストの上でクリックして選択状態にし
ます。
❸ 各辺のハンドルにマウスポインタを合わ
せて、そのままドラッグ＆ドロップすると
サイズを変更できます。
❹ イラストの枠をドラッグ＆ドロップすると移
動することができます。
❺ 文字デザイン素材も同様に取り込み、レ
イアウトの調整を行います。

年賀状作成
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筆王編
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フレーム素材を使って裏面を作成する

1. 新しいデザインファイルを
作成する
一太郎編

❶ 33 ページの手順を参考にして［背景の変
更］画面を表示します。
❷ 背景のデザインは
［なし］
を選びます。
❸［OK］ボタンをクリックします。
参考

フ レ ー ム 素 材 は、 素 材 CD-ROM

Disc1 に収録されています。

2. フレーム素材を取り込む
筆王編

❶ 背景が白紙であることを確認します。
❷［パーツ・背景の追加・変更］をクリックし
ます。
❸［画像の貼り付け］
をクリックします。
❹［図の挿入］画面が表示されます。
❺
ボタンをクリックして一 覧から DVD
ド ラ イ ブ も しく は CD-ROM ド ラ イ ブ
（［CD_01］）
を選びます。
❻ フォルダをダブルクリックして、目的のフ
レーム素材が入っているフォルダを開い
ていきます。
❼ 目的のフレーム素材をクリックします。
❽ ボタンをクリックして［調整しない］を選
びます。
❾［開く (O)］ボタンをクリックします。

筆ぐるめ編

3. フレーム素材を配置する
筆まめ編

❶ 選んだフレーム素材が表示されます。
❷ フレーム素材の上でクリックして選択状態
にします。
❸ 右下のハンドルをドラッグ＆ドロップしては
がきの全面にレイアウトします。
❹ 各辺のハンドルをドラッグ＆ドロップしてサ
イズや位置を調整します。

宛名職人編

38

かんたん年賀状素材集 2009 年版

Word 編

4. 写真データを取り込む

参考

一太郎編

❶［パーツ・背景の追加と変更］
をクリックし
ます。
❷［パーツの追加］の中にある
［画像の貼り付
け］
をクリックします。
❸［図の挿入］画面が表示されます。
❹ ボタンをクリックして同様の手順で目的
の写真データをクリックします。
❺［開く (O)］ボタンをクリックします。
合成するための写真データは、
［ピクチャ］

（WindowsXP な ど の 場 合 は
［ マ イピク チャ］）
フォルダなどのわかりやすい場所に、あらかじめ
コピーをしておくと便利です。

筆王編

5. 写真データの調整をする

筆ぐるめ編

❶ 写真データが表示されます。
❷ 写真データの上でクリックして選択状態に
します。
❸ 各辺のハンドルにマウスポインタを合わ
せて、そのままドラッグ＆ドロップしサイ
ズを変更します。
❹ 写真データの枠をドラッグ＆ドロップして
移動させます。

6. フレーム素材と写真データ
の上下関係を変更する
筆まめ編

❶ 写真データの上で右クリックします。
❷［背面に移動 (S)］
をクリックします。
❸ 写真データがフレーム素材の下に配置さ
れます。

宛名職人編
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筆王編
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