OEMネイルシールのデータについて
シールのサイズをお選び下さい。
正方形サイズ

※他のサイズをご希望の場合はご相談ください。

カードサイズ

① 横 65×縦 65㎜

② 横 88×縦 55㎜

esサイズ

③ 横 78×縦 97㎜

〈シールデータの作り方〉

ツメキラサイズ

④ 横 88×縦 120㎜

シールの絵柄
5㎜ ・フチから 5㎜の余白をあけてください。
余白 （絵柄は
の範囲に入れてください）
・絵柄の間は3㎜以上あけてください。
（オフセット印刷の場合 5㎜以上あける）
・絵柄で白や透明にしたい部分のご指示をお願いします。
・細かすぎる絵や細い線、小さな文字などの絵柄は再現されない
可能性があります。
（絵柄の最小サイズは3㎜程度まで。）

カットラインについて
・シールは、絵柄のフチより0.5〜0.6㎜ぐらい外側でカットされます。
・あまり鋭角なカットラインはできません。
（下記例）
・カットラインはこちらで制作いたします。
・カットラインの位置は別紙等でご指示をお願いします。

例）
シールのサイズ②
0.5〜0.6㎜
（横88㎜×縦55㎜） カットライン （絵柄とカットの間）

絵柄の間は
3㎜以上は離す

基本曲線での
カットラインに
なります

鋭角なカットは不可

データのバージョン

Illustratorに 画像を配置する時の注意点

Illustrator CS3 、Photoshop CS3
※CCでのデータも受け付けておりますが、
印刷環境のためCS3へバージョンダウンして作業いたします。

Illustrator に画像を配置して作成する場合
・画像を配置する際は、
リンクで配置をして下さい。
※配置画像も一緒に入稿してください。

背景部分が不透明なのはNGです。
画像を配置する場合
元の画像の背景を透明にしてください。

（背景を透明もしくはクリッピングパスをつけてください）

・配置画像の解像度は原寸で600dpi
・配置画像はクリッピングパスにて切り抜きをお願いします。
・カラーモードはCMYK or グレースケールをご使用下さい。
RGBモード、
ダブルトーンで作成されますと、画面上での表示と仕
上がりに違いが出ます。
・配置画像に関してはPhotoshop上でCMYKモードに変更して配
置をしてください。

Photoshop のみで制作する場合

Photoshop データの注意点

・解像度は原寸で600dpi
・カラーモードはCMYK or グレースケールをご使用下さい。
RGBモード、
ダブルトーンで作成されますと、画面上での表示と仕
上がりに違いが出ます。
・絵柄のない部分は透明のままにしてください。
※画像データの場合、パスで描かれたIllustratorデータに比べ細い線が
綺麗に出力できない可能性がございます。

手書きの絵を使用する場合
・解像度は原寸で600dpiでスキャニングしてください。
・カラーモードはCMYKをご使用ください。
※原画を送っていただいてこちらでスキャニングもできますが、別途料金が
発生いたします。
ご注文時にご確認ください。

絵柄の無い部分は透明に

作業の流れ

1

ご発注
データ入稿

データに不備があった場合は再入稿をお願いいたします。

スケジュール

2

出力用
データ作成

約1週間

3

サンプル
印刷・発送

4

校正
ご確認

5

校了の
ご連絡

6
本印刷

7
封

入

8
出

荷

５〜10営業日（300枚程度の場合）
※枚数や印刷の混み具合により前後します。

OEMネイルシールの台紙データについて
シールのサイズ

台紙サイズ

① 横 65×縦 65㎜

→

横 65×縦 95㎜

② 横 88×縦 55㎜

→

横 88×縦 55㎜

③ 横 78×縦 97㎜

→

横 78×縦 120㎜

④ 横 88×縦 120㎜ →

横 88×縦 150㎜

台紙 横 78×縦 120㎜（穴あり・封あり）

③ シール 横 78×縦 97㎜

←穴あき

※①③④のサイズはシールよりも上部が長いサイズの台紙です。

台紙

シール

袋

②のサイズはシールと同じサイズの台紙です。
※ 片面・両面、
カラー・モノクロ印刷対応いたします。
※①③④の台紙は穴ありか穴なしかを選べますが、袋は上部に穴の開いた袋を使用いたします。

① シール 横 65×縦 65㎜

97㎜

台紙 横 65×縦 95㎜（穴あり・封あり）

97㎜

78㎜

78㎜

←封あり

←穴あき

台紙

袋

④ シール 横 88×縦 120㎜

シール
65㎜

95㎜
65㎜

←穴あき

95㎜
65㎜

② シール 横 88×縦 55㎜

台紙
65㎜

シール

←封あり

台紙

150㎜

120㎜

袋

55㎜
88㎜

袋

台紙 横 88×縦 55㎜（穴なし・封なし）

シール
55㎜

台紙 横 88×縦 150㎜（穴あり・封あり）

←封なし

88㎜

88㎜

88㎜

←封あり

※横から入れるタイプの袋です。

例）台紙のサイズ②
（横88㎜×縦55㎜）
トリムマーク
・トリムマーク
（トンボ）
と塗り足しをつけてくださ
い。塗り足しがない場合、断裁の際に紙の白がで
る場合があります。
・また、紙面サイズいっぱいに文字を配置すると
断裁の際に切れる場合がありますので内側に
3mmずつひかえてください。
（文字は
の範囲に入れてください）
トリムマークの付け方（Adobe Illustrator CS3 の場合）
仕上がりサイズを選択し、
メニューバーから
「フィルタ」→「クリエイト」→「トリムマーク」
※「オブジェクト」→「トンボ」は使用しないでください。
※トンボが判らない場合は、
塗り足しを3mmつけた状態にしてください。
例）88㎜×55㎜のシールの場合塗り足しを含めた
94㎜×61㎜で作成してください。

文字を入れるときは
3㎜内側に

模様などは3㎜外まで
描いてください（塗り足し）

Illustrator データ
・画像を配置する際は、
リンクで配置をして下さい。
※配置画像も一緒に入稿してください。

・配置画像の解像度は原寸で350dpi
・カラーモードはCMYKモード or グレースケールをご使用下さい。RGB
モード、ダブルトーンで作成されますと、画面上での表示と仕上がり
に違いがでます。
・配置画像に関してはPhotoshop上でCMYKモードに変更して配置を
してください。

台紙のサイズ

データのバージョン
Illustrator CS3 、Photoshop CS3
（基本CS3で作業しています。CS5まで対応可）

Photoshop のみで制作する場合
・解像度は原寸で600dpi
・カラーモードはCMYKをご使用ください。

