
ユーザーマニュアル

MENU

P.1 ～8
使用方法

●シミュレーションをご利用される方へ
●トップページ
●商品選択
●レイアウト選択
●文字入力
●こだわり編集機能
●調整・確認（背景合成でイメージする）

●ID発行・発注書印刷（カラー・モノクロ）

●デザイン履歴一覧で管理

●和文（31書体）
●欧文（64書体）

P.10～13
書体一覧
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パソコンで発注書を印刷（カラー・モノクロ）及びプレビューをする際は、PDF形式のため Adobe Reader
が必要となります。

■発注書の印刷とプレビューについて

株式会社福彫 表札シミュレーションを快適にご利用頂くためには、光インターネット、ADSL、
ケーブルなど1 .5Mbps以上の通信速度を推奨します。

■通信速度について

株式会社福彫 表札シミュレーションを快適にご覧いただくためには、1024×768ピクセル以上の
解像度に設定してください。

■パソコン画面の解像度について

株式会社  福彫   表札シミュレーションをご利用される方へ

※株式会社福彫 表札シミュレーションでは JavaScript を使用しているため、ウェブブラウザの設定
　で『 JavaScript を無効』にしていると、正しく表示されなかったり機能しない場合があります。
　ウェブブラウザの設定で JavaScript を有効にしてご利用ください。

■パソコンウェブブラウザの推奨環境について

パソコンで株式会社福彫 表札シミュレーションをご利用の際は以下のウェブブラウザ推奨環境を
ご確認ください。

ウェブブラウザ推奨環境以外ではご利用できなかったり正しく表示されない場合があります。 また、
お客さまの設定によっては、推奨環境でもご利用できなかったり正しく表示されない場合もあります。 

【Windows 環境】　●Chrome 最新版　●Edge 最新版　●Firefox 最新版

【Mac 環境】　●Chrome 最新版　●Safari 最新版　●Firefox 最新版

この度は株式会社福彫 表札シミュレーションをご利用頂き誠にありがとうございます。
ご利用前に以下の推奨環境をご確認頂き、お打ち合わせやご検討等にお役立てください。
本シミュレーションはどなたでも無料でご利用頂けます。

◎以上の内容を必ずお読み頂き、ご了承頂いた上で表札シミュレーションをお楽しみください。

■iP a d・スマートフォンの推奨環境について

iPad・スマートフォンで株式会社福彫 表札シミュレーションをご利用の際は以下の環境推奨します。

●iOS 10.2以上の最新版

●Android 10.2以上の最新版

シミュレーション
オリジナル

制作出来る太さに
微調整済みシミュレーション

オリジナル
制作出来るカタチ
に微調整済み

【微調整の例】

本シミュレーションで『ID発行』しただけでは発注になりません。
最寄りのエクステリア商品取扱店または販売工事店へデザインシートを印刷してお持ちください。
デザインIDの有効期限は、発行日より2年となります。
有効期限を過ぎた際は、再度シミュレーション及びID発行をお願いいたします。
実際の商品はシミュレーションをしたバランスと多少異なる場合がございます。
文字の形、バランスを若干微調整させて頂く場合がございます。ご了承ください。

■発注について



トップページ

2

1

5

4

3

2 5

『シミュレーションを開始する』のボタンを押してスタート！

ホームページ・・・・・・・・・1 福彫ホームページへ移動します

お問い合わせ・・・・・・・・・2 福彫へメールでお問合わせ頂けます。

シミュレーションを開始する・・3 シミュレーションの開始ボタンです。

IDから復元・・・・・・・・・・4 発行された ID番号を入力して『IDから復元』ボタンを
押すとレイアウトを呼び出す事が出来ます。

こちらからログイン・・・・・・5 ユーザーログインと登録（無料）が出来ます。



商品選択

カテゴリーで検索

品番で検索

キーワードで検索
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商品を選んで『商品を選んだら次へ』の
ボタンを押して次に進んで下さい。

カテゴリーのタブを押すとタブが展開します。
ご希望のカテゴリーをお選び頂けたら絞り込む事が出来ます。

品番に含まれる一部の文字や数字のみでも検索が出来ます。
全て品番を入力される際にハイフンが含まれる場合はハイフンが必要です。

品名、素材で検索が出来ます。
ガラスや陶磁器などの素材を入力すると
関連する商品が検索出来ます。



レイアウト選択
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レイアウトを選んで『レイアウトを選んだら次へ』の
ボタンを押して次に進んで下さい。

前のページに戻ります。

次のページに移動します。商品ごとにレイアウトパターンをご用意しております。
左側はカタログ通り等のおすすめレイアウトです。
他にも和文・欧文にも対応しております。



文字入力
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文字入力・フォント選択・文字間調整が出来たら
『調整・確認へ』のボタンを押して次に進んで下さい。

前のページに戻ります。 次のページに移動します。

2 ・・・・ タブが開きます。他のフォントを選択すると変更出来ます。フォント選択

3 ・・・・・・ 調整バーで文字間隔の調整が出来ます。文字間隔

1 ・・・・・・ 表札にしたいお名前をご入力下さい。文字入力

4 ・・・ クリックすると入力領域を表示・非表示する事が出来ます。入力領域を表示

赤いラインは入力領域
（文字が移動出来る範囲です。）



こだわり編集へ
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編集が完了したら次に進んで下さい。

1 ・・・・・ 文字入力に戻ります。

2 ・・・・・ 編集前の状態に戻ります。

3 ・・・・・ 調整・確認画面に

文字列ごと選択して拡大・縮小・移動
文字色変更等の編集が可能です。

一文字ずつ選択して拡大・縮小・移動・文字色
変更・文字間の微調整等の編集が可能です。

『イラストを選択』のボタンを押すとイラスト
の一覧からイラストを追加する事が出来ます。
拡大・縮小・移動・色指定も可能です。

文字の微調整をされたい場合は
『こだわり編集へ』のボタンを押
して下さい。
文字全体の拡大・縮小や一文字
ずつの文字間を空けたり詰めた
りも可能です。
イラスト追加も可能です。

文字全体編集

イラスト編集

一文字ずつ編集

1 2 3



背景を選択して取付けたイメージを確認

標準で登録してある背景を選択

現場で撮った写真を背景にする
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イメージが宜しければ『完成（ID発行）へ』のボタンを
押して次に進んで下さい。

コーディネ ートして
取付けたイメージを
確認する事が出来ます。

背景と表札を拡大・縮小
移動で調整して下さい。

デジタルカメラやスマート
フォンで撮った写真を選択
すると合成出来ます。

選んだ背景を選択解除した
い場合は『背景なし』を選択
して下さい。

前のページに戻ります。

次のページに移動します。



ID 発行・発注書印刷
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IDをメールで送信・・・・・・・ ユーザー登録されない場合でも Eメールアドレスを
ご入力して頂ければ IDが記載されたメールが届きます。
（※受信したメールに返信してもこちらには届きません。）

1

カラー印刷・・・・・・・・・・ カラー発注書が表示されます。パソコンに保存して
印刷をかけて頂くと発注書としてお使い頂けます。

2

モノクロ（FAX用）印刷・・・・・ カラー発注書と同じ要領で保存して印刷して下さい。
FAX を送信される場合にお使い下さい。

3

画像の保存・・・・・・・・・・ イメージ画像（JPG 形式）をダウンロード出来ます。
CAD や書類作成にお役立て下さい。

4

マイページへ（デザイン履歴）・・ ユーザー登録して頂くとデザイン履歴管理が可能です。
（※ログイン時のみ表示されます。）
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※ID発行しただけでは発注されておりません。

　お近くのエクステリア販売・工事店または取扱店へ

　発注書を印刷してお渡し頂き発注して下さい。

ログインされていない場合は、ログイン
ユーザー登録の表示がされております。



デザイン履歴一覧で管理
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コピーして編集・・・・保存したレイアウトを開き、修正して保存すると
新しい ID が発行されます。

1

削除・・・・・・・・・不要なデータを削除して書類の整理が出来ます。5

カラーレイアウト・・・カラーでのイメージが確認出来ます。2

モノクロレイアウト・・モノクロでのイメージが確認出来ます。
FAX を送信する際に適しています。

3

画像データ（JPG）・・・CAD に取り込んだり、資料作成などにも
お使い頂けます。
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TEL 0120-85-8288　FAX 0120-59-8288フリーダイヤル

〒816-0814 福岡県春日市春日6-61

メールはこちら info@fukucyo.co.jp
お問い合わせは
シミュレーションの

こちら



使用可能なフォント

■和文
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遊隷(ゆうれい)

栄泉楷書(えいせんかいしょ )

新太楷書(しんふとかいしょ)

※表札シミュレーションとレイアウト（校正見本）では、形状が異なる場合がございます。



使用可能なフォント

■和文
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※表札シミュレーションとレイアウト（校正見本）では、形状が異なる場合がございます。



使用可能なフォント

■欧文
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※表札シミュレーションとレイアウト（校正見本）では、形状が異なる場合がございます。



使用可能なフォント

■欧文
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※表札シミュレーションとレイアウト（校正見本）では、形状が異なる場合がございます。


