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入会後

イラストレーターズ通信会員
の場合。

2020年10月から12月頃、
文字校正。（遅れる可能性も
あります）

2021年４月頃、発行予定。
（新型コロナの影響で遅れる
可能性あり。）

イラストレーターズ通信会員
ではない場合。（元会員、過去
の参加者を含む）

年鑑2021参加申し込みの電
子メールを送る。2020年6月
30日（火）24時締め切り。

「年鑑参加受け付け」の電子
メールを受け取り、割引適用
後の金額を確認する。

電子メールに書かれた参加
費金額を振り込む。2020年
7月31日（金）15時までに。

作品データ等を提出する。
2020年8月31日（月）24時
締め切り。

まずは、入会申し込み。
http://illustrators.jp/re-
cruit_02.htm

事務局にて入会審査。（１週
間程度かかります）

入会手続き。

恐れ入りますが、掲載を見送
らせていただきます。

合格

不合格

004

『年鑑イラストレーターズ通信 2021』参加申し込みの流れ
（早割）
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作品ページについての説明

❶ 媒体の種類『媒体タイトル』［クライアント名］　制作：エージェンシー名　CD：制作スタッフ名・会社名　❷ オリジナル
❸ オリジナル　❹ オリジナル

❶ ❷

❸ ❹

もりあやこ　MORI Ayako

〒 188-0004 東京都西東京市西原町 5-3-5　TEL：000-000-0000
E-mail : xxx@xxx.com　URL : http://xxx.com
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納品形態：アナログ／デジタル

お名前：「イラストレーターズ通信」に登録している作家名
p.023 の詳細をお読みください。

お名前のローマ字表記：作家名のローマ字表記が入ります。
p.023 の詳細をお読みください。

納品形態：ご自身が可能な納品方法が入ります。
p.024 の詳細をお読みください。

連絡先：連絡先を１件以上、4 件まで掲載できます。
p.024 の詳細をお読みください。

作品スペース：掲載作品が入ります。
p.017 ～ 022 の詳細と、p.035 ～
038 の掲載ページ見本（作品配置見
本）をお読みください。

作品キャプション：イラストレーション作品のキャプションが入ります。
p.024 ～ 028 の詳細をお読みください。

作品キャプション用番号：
作品キャプション参照用の
番号になります。

131 ミリ

アキ 4 ミリ

162
ミ

リ

ア
キ

4
ミ

リ

作品は 4 点まで。
同じ仕事にシリーズに限って、複数の
作品をまとめて 1 点とすることも可。
p.017 ～ 018 の詳細をお読みくださ
い。
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データ納品の流れ・概要 （詳細は p.014-027 をご熟読ください）

データ納品（p.027-028 参照）

圧縮（p.027 参照）

①各作品データには名前のローマ字
表記、「_] アンダーバー、2桁の数
字でファイル名を付ける。
（p.020-021 参照）
希望作品配置データには「_haichi」
と名を付ける。（p.021 参照）

②一つ一つの作品データと希望の作
品配置データをひとつのフォルダに
格納する。
フォルダ名は名前のローマ字表記の
あとに「_ill」と入れる。（p.021 参照）

③作品データをまとめたフォルダ、
文字原稿データ、
クライアント住所（任意）
をひとつのフォルダに格納する。
（p.029 参照）

④まとめたフォルダ名は、ご自身の
名 前 の 英 文 字 表 記 の あ と に
「_nenkan2021」と入れてくださ
い。（図では、「2020」となってい
ますが、「2021」でお願いします。）
（p.029 参照）

⑤zip 形式で圧縮してください。
（p.029 参照）

⑥そのまま電子メールに添付してお
送りください。事務局の電子メール
アドレスは、それぞれ受信可能な容
量が異なります。（p.029 参照）

・jimukyoku@illustrators.jp
　（20MBまで対応）

・illustrators.jp@gmail.com
　（50MBまで対応）

・illustrators.jp@mac.com
　（20MBまで対応）

お使いの電子メールが大きな容量に
対応していない場合は、大容量デー
タを送信する各種サービス等をご利
用ください。（p.029-030 参照）
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年鑑参加者募集の概要
『年鑑イラストレーターズ通信 2021（vol.20）』の参加者を募集します。

■留意点や注意点など
１）新型コロナウィルスの影響について

2020 年秋から 2021 年冬にかけて新型コロナの第 2 波、第３波が来るかもしれません。
その時、印刷所や発送代行業にどんな影響があるか、予想できません。
森流一郎やスタッフが罹患することも考えられます。
大変恐れ入りますが、こうした影響の結果、発行が遅れる可能性もあることをご承知おきください。

2）早割の振り込み期限を伸ばします。
新型コロナウィルスで経済的に厳しい会員が多いであろうことを考慮して、早割参加費の申し込み
期限を、伸ばします。
例年だと 6 月末が期限ですが、今回に限り 7 月末を早割参加費振り込み期限とします。
会社にお勤めでボーナス等をいただける場合は、そのお金を使うことも可能になると思います。
あるいは国からの給付金 10 万円が間に合えば、そこから出すことができるかもしれません。

3）前号に引き続き、参加費金額を 2,000 円下げます。
早割の参加費は、26,000 円（消費税別）となります。
値下げは前回限りと考えていましたが、新型コロナの影響を考慮して、今回もお値段を下げたまま
とします。

4）DTP スタッフは固定化します。
これまで年鑑制作の DTP スタッフは、希望者を募り、先着順で決定してきました。
しかし、今回より固定化します。
DTP スタッフは次の十人にお願いすることになりました。

秋葉あきこさん、加藤陽子さん、佐久間誉之さん、千葉さやかさん、徳丸ゆうさん、フクハラミワさん、
古川哲也さん、堀川直子さん、苗村さとみさん、野田映美さん、

今後も同じ方が担当していきます。

なお、DTP リーダーはこれまで通り、齋藤州一さん。
文字校正スタッフは、Postics さんです。

5）第２回イラ通総選挙の開催。
第２回のイラ通総選挙を行います。
第１位となった方は、年鑑のカバーを担当することになります。報酬は 70,000 円（消費税別）。
年鑑の参加費免除。年会費も 5 年間免除します。
２位、３位の方は、年鑑参加費 + 年会費 1 年分免除します。
さらに４位から８位も年会費を 1 年間免除です。
ただし、総選挙に立候補できるのは、『年鑑イラストレーターズ通信 2021』に早割で申し込んだ
方のみです。
詳細は、　この要項の 030 ページをご覧ください。
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■参加資格
１）申し込みの時点で「イラストレーターズ通信」の会員であること。

２）これは団体の年鑑ですので、発行される時期に会員である必要があります。
　　そのため、少なくとも 2021 年 4 月 30 日まで、できればそれ以降も会員でいることを約束してい
　　ただける方のみが参加できます。
　　4 月 30 日の前に更新期限が来た際には必ず更新いただくことになります。
　　４月 29 日が会員更新期限とすると、１日足りないだけですが、それでも更新していただく必要が
　　あります。
　　ただし、一部年会費を免除している会員を省きます。

■サイズ
A5（縦）

■参加者数
200 人から 300 人程度。

■発行部数
6,000 部の予定。

■配布先
● 約 5000 部→イラストレーションを発注する企業・団体・自治体、あるいはその職業の皆様に無料
で送付。（出版社、編集部、編集者、編集プロダクション、デザイン事務所、グラフィックデザイナー、アー
トディレクター、装幀家、新聞社、広告代理店、企業内宣伝部、テレビ局、映像関連、Web 関連など）
● 約 800 部→会員イラストレーター
● その他→一部の大御所イラストレーターに送付。ギャラリー等に設置して配布。

■発行予定日
● 2021 年４月頃の予定（新型コロナの影響で遅れる可能性もあります）

■申し込み
●早割の場合は、2020 年 6 月 30 日（火）24 時までに、電子メールにてお申し込みください。
●申し込み方法は、P.014 をご熟読ください。

■参加費振込
●電子メールでの参加申し込み後、参加を受け付けた旨の事務局からの電子メールを受け取ってくださ
い。
●その電子メールに書かれた参加費金額をご確認の上、2020 年 7 月 31 日（金）15 時までにお振り
込みください。
●金額を確認せず、ご自身の判断で振り込んでしまわないようご注意ください。
●銀行口座は P.015 を参照ください。

■データ提出締め切り
● 2020 年 8 月 31 日（月）24 時。
●作品データーの制作方法や納品方法に関する詳細は、この参加要項をご熟読願います。
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■ページデザイン
●個人ページのデザインは、前号とほぼ同じになります。
●参考にしていただくため、全会員に 1 冊ずつ差し上げています。
●まだ『年鑑イラストレーターズ通信 2020』が届いていない場合は、事務局までお問い合わせください。

■作家名（ペンネーム）について
●「Web イラ通で表示される作家名」「団体に登録されている作家名」「年鑑に掲載する作家名」の 3 つは、
完全に一致させてください。
●登録されているものとは異なる作家名で年鑑に掲載を希望する場合は、「Web イラ通で表示される作
家名」と「団体に登録されている作家名」を変更してください。
●「Web イラ通で表示される作家名」を変更する手順は次の通りです。

①まず、団体 Web サイトにログイン
②「プロフィール編集」から、作家名の変更を行う。

●さらに「団体に登録している作家名」を変更するため、事務局にも新しいお名前をお知らせください。
電子メールでお願いします。
●その上で、年鑑への参加申込をお願いします。

■複数ペンネームでの参加
●一人で二つの作家名を並べて会員登録することで、年鑑でも、二つの作家名で、１ページに掲載する
が可能となります。
●二つの作家名を並べて表記する場合は、もう一つの作家名をマル括弧でくくって二つ並べる方法に統
一しています。

例）森 流一郎（イラスト太郎）→この場合は、この表記で１ページに参加可能です。
●２つの作家名を分けて、それぞれ１ページ、合計２ページに掲載することも可能です。
●二つの作家名で年鑑に参加する場合も、「団体に登録されている作家名」「Web イラ通で表示される

作家名」「年鑑に掲載する作家名」は一致させてください。

参加費について（早割）

■早割の条件
● 2020 年 6 月 30 日（火）24 時までに電子メールで参加をお申し込みいただき、7 月 31 日（金）
15 時までに参加費をお振り込みいただいた方に限り、早割（参加費の割引）を適用します。

■早割料金（１ページでの掲載となります）
●正規参加費：28,000 円。（消費税別）
●早割参加費：26,000 円。（消費税別）

さらに割り引く制度がたくさんあります。
お手間はかかりますが、うまく利用することで、さらに数千円の割引となることもあります。
ぜひ次の詳細をご熟読ください。

■様々な割引制度。
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●「会員であることを積極的に名乗っている」割引
これは、団体の宣伝に貢献してくださった会員へのお礼としての割引です。
以下の条件一つに付き、200 円を割り引きます。

１）名刺割引
● 名刺に「イラストレーターズ通信会員」と明記している会員は、200 円割引ます。
● イラ通に登録しているお仕事上のお名前と名刺のお名前が完全に一致していることが
条件です。
● 参加申し込み時点で、その名刺を使っていて、会員でいる間ずっとそうしていただく
ことを約束していただく必要があります。
● 事務局で確認のため、名刺の写真を申し込みのメールに添付してください。
● Adobe Illustrator 形式やそこから書き出したデータなど、印刷前のデータは不可です。
● 手書きで「イラストレーターズ通信会員」と書かれているもの、シールなどに「イラ
ストレーターズ通信会員」として貼付けている場合も不可です。ほかでも必ず書いている

（あるいは貼付けている）ことを確認できないからです。

２）郵便物割引
● 郵便物で「イラストレーターズ通信会員」と明記していると、200 円割引ます。
● 郵便物とは、実際に使った年賀状、喪中はがき、暑中見舞い、寒中見舞い、個展の案内状、
などです。
● 2020 年正月に事務局に届いた年賀状や寒中見舞いなどで確認します。
● 個展の案内状やその他の郵便物で明記していた場合は、写真を添付して下さい。
● 今年の年賀状や寒中見舞いが事務局や森流一郎宛に届いていない場合は、割引対象外
となります。
● 手書きで「イラストレーターズ通信会員」と書かれているもの、シールなどに「イラ
ストレーターズ通信会員」として貼付けている場合は、不可です。他でも必ず書いている

（あるいは貼付けている）ことを確認できないからです。
● 年賀状、暑中見舞い、古典案内状など、別の郵便物で明記している場合は、それぞれ
で 200 円ずつ割引きます。年賀状、暑中見舞い、個展案内状の 3 つで明記していただい
た場合は、600 円（200 × 3 つ）の割引です。

３）Facebook 割引
①申し込みの時点で、Facebook 個人アカウントまたは Facebook ページの、「自己紹介」

「所属」「略歴」などに「イラストレーターズ通信会員」と記載していること。
②「 イ ラ ス ト レ ー タ ー ズ 通 信 」Facebook ペ ー ジ（http://www.facebook.com/
illustrators.jp）の「いいね !」をクリックをしていること。
③名前の表記がイラ通に登録している仕事上の名前と一致している。または、イラ通に登
録している仕事上の名前をどこかに表記している。

● この三つの条件を共に満たしている場合にかぎり、200 円割引きます。
● 確認のため、facebook のアドレスをお知らせください。
● 確認のため、上記の①と②と③の条件を満たしていることが分かる画面のキャプチャー
画像（スクリーンショット）も、申込の電子メールに添付してください。※やり方は、P.012
下辺りを参照してください。
● 割引対象となる facebook アカウントは 1 件までです。個人アカウントと Facebook
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ページの両方で記載していても、割引金額は 1 件分となります。
● 極端にフォロワーが少ない、ほとんど情報を発信していないなど、そのアカウントが
アクティブでないと判断される場合は、割引対象外とする場合がございます。
● facebook を利用していない方は、割引適用外となります。

４）twitter 割引
①申し込みの時点で、自身のプロフィールの「自己紹介」欄に「イラストレーターズ通信
会員」と記載していること。
②「イラストレーターズ通信」アカウント（http://twitter.com/illustrators_jp）をフォ
ローしていること。
③名前の表記がイラ通に登録している名前と一致している。または、イラ通に登録してい
る仕事上の名前をどこかに表記している。

● この三つの条件を共に満たしている場合にかぎり、200 円割引きます。
● 事務局で確認しますので、twitter のアドレスをおしらせください。
● 確認のため、上記の①と②と③の条件を満たしていることが分かる画面のキャプチャー
画像（スクリーンショット）も、申込の電子メールに添付してください。※やり方は、P.012
下辺りを参照してください。

● 割引対象となる twitter アカウントは 1 件までです。複数のアカウントで記載してい
ても、割引金額は 1 件分となります。
● 極端にフォロワーが少ない、ほとんど情報を発信していないなど、そのアカウントが
アクティブでないと判断される場合は、割引対象外とする場合がございます。
● twitter を利用していない方は、割引適用外となります。

５）Instagram 割引
①申し込みの時点で、ご自身の Instagram のプロフィールに、「イラストレーターズ通信
会員」と記載していること。
② イ ラ ス ト レ ー タ ー ズ 通 信 の ア カ ウ ン ト（https://www.instagram.com/
illustratorstsushin/）をフォローしていること。
③名前の表記が、イラ通に登録している名前と一致している。または、イラ通に登録して
いる仕事上の名前のローマ字表記になっている。

● この三つの条件を共に満たしている場合にかぎり、200 円割引きます。
● 事務局で確認しますので、Instagram のアドレスをおしらせください。
● 確認のため、上記の①と②と③の条件を満たしていることが分かる画面のキャプチャー
画像（スクリーンショット）も、申込の電子メールに添付してください。※やり方は、P.012
下辺りを参照してください。
● 割引対象となる Instagram アカウントは 1 件までです。複数のアカウントで記載して
いても、割引金額は 1 件分となります。
● 極端にフォロワーが少ない、ほとんど情報を発信していないなど、そのアカウントが
アクティブでないと判断される場合は、割引対象外とする場合がございます。
● Instagram を利用していない方は、割引適用外となります。
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６）個人 Web サイトやブログ割引
①『Web イラストレーターズ通信』の個人ページまたは TOP ページ（illustrators.jp)
にリンクしている。
②プロフィールに、「イラストレーターズ通信会員」と記載している。
③名前の表記がイラ通に登録している名前と一致している。

● この三つの条件を共に満たしている場合にかぎり、割引きます。
● 確認のため、Web サイトやブログのアドレスをお知らせください。
● 確認のため、上記の①と②と③の条件を満たしていることが分かる画面のキャプチャー
画像（スクリーンショット）も、申込の電子メールに添付してください。※やり方は、P.012
下辺りを参照してください。
● 割引対象となる個人 Web サイトは 1 つまで。ブログも一つまで。Web サイトとブロ
グで合わせて２つまで OK です。
● １件につき、200 円割引ます。個人 Web サイトとブログ両方で 400 円の割引です。
● 個人の Web サイトやブログを持っていない方は、割引適用外となります。

７）その他の SNS、イラストレーター登録サイト、団体サイト割引（Tumblr、Flickr、
Pinterest、Behance、pixiv、TIS の個人ページ、「イラストレーションファイル web」など）

①『Web イラストレーターズ通信』のご自身のページまたは TOP ページ（illustrators.
jp) のアドレスを表記している。またはリンクしている。
②「イラストレーターズ通信会員」と記載している。
③名前の表記がイラ通に登録している名前と一致している。または、イラ通に登録してい
る仕事上の名前のローマ字表記になっている。

● この三つの条件を共に満たしている場合が割引対象です。
● １件につき、200 円割引ます。
● 確認のため、そのアドレスをお知らせください。
● 確認のため、上記の①と②と③の条件を満たしていることが分かる画面のキャプチャー
画像（スクリーンショット）も、申込の電子メールに添付してください。※やり方は、P.012
下辺りを参照してください。
● 極端にフォロワーが少ない、ほとんど情報を発信していないなど、そのアカウントが
アクティブでないと判断される場合は、割引対象外とする場合がございます。
● 割引対象となるのはそれぞれのサービスやサイトごとに 1 件まで。
● 個人の Web サイトやブログを持っていない方は、割引適用外となります。

８）電子メールの署名割引
①電子メールの署名欄に、「イラストレーターズ通信会員」と記載している。
②署名の名前が、イラ通に登録している作家名と一致する。 
③『Web イラストレーターズ通信』のご自身のページまたは TOP ページ（illustrators.
jp) のアドレスを表記している。またはリンクしている。
④その署名を、お仕事や友人などとのメールで必ず使っていただく。
⑤その署名を、会員である間ずっと使うことを約束する。

● この四つの条件を全て満たしている場合が割引対象です。
● 200 円割引ます。
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● 申し込みの電子メールの著名で確認します。
● 今後も、事務局に届くメールで毎回確認していきます。

９）出版物のプロフィール割引
● 出版物に掲載された際のプロフィール欄に、「イラストレーターズ通信会員」と記載し
ている場合に割引ます。
● 1 冊につき 200 円割引ます。
● 年鑑、書籍、雑誌、ムックなどの出版物が対象です。
● 発売後２年以内の最新のもの、そして過去にこの割引で使用していないものが対象で
す。
● 掲載されている出版物のタイトルと出版社名をお知らせの上、その写真を申し込みメー
ルに添付してください。
● 複数ある場合は、そのすべてをお知らせください。その冊数分割引ます。
● こういった出版物に掲載していない会員は、割引適用外となります。

※スクリーンショット（キャプチャー画面）のやり方。
MAC → http://www.xucker.jpn.org/pc/capture.html
WIN → https://www.pc-master.jp/sousa/printscreen.html

●「著作権譲渡に NO」割引
・参加者が、自身の Web サイト、ブログ等で、「著作権譲渡に NO」の文字を入れ、「Blog イラ
ストレーターズ通信」の次のページにリンクすると、200 円の割引となります。
http://illustratorstsushin.blogspot.jp/2017/03/blog-post.html

・最大 2 件まで割引致します。
・自身の Web サイトとブログの両方で行うと、200 円× 2 件で 400 円の割引となります。

●「お仕事報告」割引
・「イラストレーターズ通信」をきっかけとした仕事を「お仕事報告」（http://www.illustrators.
jp/list_job.php）に載せていただくと、参加費を割り引きます。
・お仕事報告のアップは、各会員自身で行ってください。
・Web にログイン後、会員メニューの「お仕事報告」にてお願いします。くわしくは、「Web
ご利用の手引き」をご覧ください。
・「Web ご利用の手引き」のダウンロードはこちら
http://moriillustration.net/download/web_tebiki_2.pdf.zip

・１件のお仕事報告につき、200 円の割引です。

・連載の場合は、連載全体で 1 回の割引とします。
・毎号を割引にすると、例えば新聞小説の連載の場合は 1 年で 300 件以上の割引となってしま
います。
・そうなると、参加費はマイナスの金額になってしまいます。
・そうした混乱を避けるため、一つの連載全体で 1 件とさせていただきます。

・お申し込みの時点でアップされている情報のみが、割引対象となります。
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・「お仕事報告」に掲載いただけなかったお仕事は、割り引きの対象とはなりません。

・会員の皆様で、まだ掲載されていない『イラストレーターズ通信』をきっかけとしたお仕事が
ある場合は、ご自身で「お仕事報告」に情報をアップし、その後、年鑑への参加申し込みをして
いただけると、割引対象となります。

・「お仕事しています。これから載せます」と、割引を求めてくるケースがありますが、受け付
け出来かねます。必ず、情報をアップしてからお申し込みください。

・なお、過去の年鑑参加の際に割引を適用したものは対象外となります。

●「感想」割引
・感想ページ（http://www.illustrators.jp/impressions.php）に、当団体に関する感想を書い
ていただいている場合、割引対象となります。
・200 円の割引です。

・ここは、これから当団体に入会することを検討している会員外のイラストレーターに参考にな
るような内容をお願いしています。より団体の魅力が伝わる内容だとうれしいです。
・この趣旨にそぐわない場合（クライアントに向けた挨拶になっている、自己紹介になっている
など）、内容が古いと思われる場合（入会して何年も経っているのに、入会して数ヶ月かのよう
な内容になっているなど）は、割引対象外となります。古くなっている場合は、書き直していた
だけると幸いです。
・大変恐れ入りますが、割り引くかどうかの判断は事務局にお任せください。

・まだの会員は、ぜひご自身で「感想」のアップしてから参加をお申し込みください。
感想アップのやり方は、ログイン後、でてくる会員メニューから「感想を書く」を選んで、感想
を入力してください。

●年鑑参加費を免除するスタッフ
・Web システムスタッフ、年鑑発送先住所録管理スタッフ、電子書籍スタッフ、DTP リーダー、
文字校正スタッフ、海外戦略スタッフ、英語メール担当スタッフ、Web ご利用の手引き制作スタッ
フ、翻訳スタッフ、アンケートスタッフ、Web イラ通巡回スタッフ、事務局スタッフ、あるい
はそのほかの割引対象となるスタッフは、年鑑参加費を全額免除します。
・参加費を免除されるスタッフも、年鑑への参加申し込みは必ずお願いします。
・参加しない場合も電子メールでお知らせください。早割の申し込み期限が過ぎても連絡がない
場合は、「辞退」と判断します。

■割引の申請方法
●各種割引の申請は、年鑑への参加申し込み時の電子メールでお願いします。
●詳しくは、次の申し込み方法をご熟読願います。

参加申し込み方法 
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■年鑑に参加を希望する会員は、電子メールにてお申し込みください。
●『年鑑イラストレーターズ通信 2021』参加申し込みテキストは、「Blog イラストレーターズ通信」
にございます。ここからコピー・ペーストして、必要事項を記入の上、お申し込みください。　　
参加申し込みテキスト：https://illustratorstsushin.blogspot.com/2020/05/2021.html

●電子メールのタイトルは「年鑑 2021【早割】参加申し込み」としてください。
電子メールアドレス：jimukyoku@illustrators.jp

※一切削除を加えないで、すべての項目をそのままに記入してください。
一部を抜き出したり、不要と思う部分を削除したものは受付けできかねます。

お振込銀行口座
■お振込銀行口座

●参加費のお支払いは、次の口座にお振込をお願いします。
三菱 UFJ 銀行　田無支店（タナシシテン）　普通口座　0820025　
口座名義：ド）モリイラストレーションジムショ

●振込手数料はご負担願います。

■お振込後の電子メール
●お振込後は、入金日と振込人名義を電子メールにてお知らせください。
●電子メールのタイトルは「年鑑参加費振り込みました」としてください。

■事務局からの連絡
●入金を確認出来た場合はこちらからの電子メールは、省略させていただきます。
入金が確認できなかった場合のみ、事務局からお問い合わせの電子メールを差し上げております。

■領収書について
●原則として、お振り込みいただいた参加費等の領収書は発行しておりません。
● ATM での振り込み控えが、税法上の正式な領収書となります。
●あるいは銀行通帳に振込みを記帳したものでも、領収書の代わりとして使えます。
● 200 人以上の参加者一人一人に領収書を発行するのは、とても手間がかかります。少ないスタッフ
で対応することはとても難しいのです。ご協力いただけると幸いです。
●どうしても必要な場合は、電子メールにてご連絡ください。PDF 形式の領収書をメールでお送りし
ます。

参加のキャンセルについて
■まだ DTP 作業が始まる前の段階であれば、キャンセルに応じます。

●お振り込み済みの参加費も全額返金いたします。
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●しかし、DTP の作業が始まってから DTP データが完成するまでの間に参加をキャンセルした場合は、
半額の返金とさせていただきます。
● DTP の作業は、9 月から１０月頃から開始の予定です。
● DTP データが完成し、文字原稿が始まってからの参加キャンセルには応じられません。どうしても
キャンセルいただいた場合も、参加費は返金できかねます。
● DTP データが完成してからキャンセルされると、いったん完成しているデータに手を入れなければ
なりません。年鑑全体のページ割りも変更しなければなりません。１ページ分記事を増やす必要も出て
きます。目次も作り直す必要があります。非常に手なと時間がかかるため、参加費の返金位は応じ兼ね
ます。何卒ご理解ください。
● DTP データの完成は、10 月末から 11 月初めごろの予定です。

個人情報について
■年鑑参加者の連絡先は、作業上の必要に応じて、スタッフに伝えることになります。

● DTP スタッフ、文字校正スタッフから、直接電子メールが届くこともございます。
どうしても電子メールで連絡がつかない場合、あるいは急ぎの場合、スタッフから直接お電話を差し上
げることもございます。

納品データの注意事項 
■データの提出は、データでお願いします。

●対応 OS
・Macintosh（OSX）
・Windows

●対応ソフト、保存形式
・イラストレーション・データ

Adobe Photoshop（EPS 形式、色のモードは CMYK、解像度 350dpi）または、
Adobe Illustrator （EPS 形式または ai 形式、色のモードは CMYK）のいずれか。
この二つの形式がどうしてもできない場合は、JPEG 形式、RGB モード。
ただし、色が変わってしまったり、画質が悪くなることもございます。

●文字原稿
・標準テキスト形式（.txt）、またはリッチテキスト形式（.rtf）のいずれかの形式で保存
してください。

・Word 形式、ワープロソフトの形式、Illustrator 形式、Photoshop、JPEG 形式等の形
式には応じられません。

・上記の標準テキスト形式（.txt）、またはリッチテキスト形式（.rtf）以外の形式のデー
タは厳禁です。
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・紙に印刷や手書きの文字原稿も絶対に不可です。

■使用可能な文字
●入稿の文字原稿およびメールでの連絡の際は、Mac も Windows も機種依存文字 ( 半角カタ
カナ、丸数字、カッコ文字、その他キーボード上にない記号等 ) は絶対に使わないでください。
●機種依存文字に関してくわしくは、034 ページでご確認ください。

お名前等、やむをえず機種依存文字を使用する必要がある場合は、必ずご相談ください。
機種依存文字により完成した年鑑で文字化けしていても当方では責任を取りかねます。ご了承下
さい。

■ファイルおよびフォルダ名の注意
●データのファイル名やフォルダ名は、半角英数文字と「_」（アンダーバー）と拡張子に付く「.」（ピ
リオド）のみをご使用下さい。その他の文字、記号、スペース、日本語（漢字、ひらがな、カタ
カナ）は厳禁です。
●データ名には必ず正しい拡張子 ( .eps、.jpg、.txt など ) を付けてください。自分で拡張子を
入力するのは間違いのもとです。拡張子は自動でつくようにパソコンを設定してください。

■ウィルスチェック
納品前にウィルスチェックをお願いします。

掲載作品について
■作品内容について

●他人が著作権を有する写真、イラストレーション、キャラクター等を無断使用した作品（２次創作、ファ
ンアートなどを含む）は厳禁です。

●コラージュも著作権を侵害しないよう、細心の注意を払ってください。

●あまりにもエロティックなもの、ひどくグロテスクなもの、差別的なもの、公序良俗に反するものも
ご遠慮ください。

■掲載作品点数
●１点以上、４点以内。

■５点、あるいはそれ以上を載せたい場合
●ご自身で作品データを何点かつなげて、つなげた全体で 1 点としてもかまいません。（ページ見本
p.038-0 を参考にしてください。）

●ただし、いくつかの画像をつなげて一つの作品とする場合は、以下の二つのケースに限ります。
　　1）オリジナル作品だけでつなげたケース。
　　2）同じお仕事のシリーズで統一したケース。（例えば、同じ連載小説の挿絵。同じ雑誌のカバー。
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　　　同じ小説の１巻、２巻、３巻。一つのキャンペーン広告で展開した、ポスター、Web、リーフレッ
　　　トなど。同じ小説家の異なる小説は不可です。別の仕事として扱います。）

●この作品データは、何点かを繋げて、一つの画像データにして納品してください。バラバラのデータ
　での納品は DTP スタッフの負担を増やすため、ご遠慮ください。

●キャプションはつなげたデータ全体で一つとなります。
　デザイナーなどのスタッフが全く同じであることも条件です。
　いろいろな仕事を混ぜてつなげると、キャプションがわかりにくくなるため厳禁とします。

●ひとまとまりとした作品全体で四角形になるようにしてください。
　デコボコした形だと、どこまでがひとまとまりか判りにくくなるためです。

●作品と作品の間隔は、原則、0 ㎜または 2 ㎜にしてください。
　ページ全体のバランスによっては、間隔を広く取ることも可ですが、必ずひとまとまりの作品だと判
　る様にしてください。

●ひとまとまりであることが判りにくい場合は、DTP スタッフで、レイアウトの変更をさせていただ
　きます。ご了承ください。

● adobe Illustrator で制作した作品は、adobe Illustrator でつなげてください。
● adobe Photoshop で制作した作品は、adobe Photoshop でつなげてください。

■トリミングについて
●こちらでは、一切のトリミングはしておりません。
●いただいたデータそのままで全体を掲載します。
●どこまでが余白でどこからが作品なのか、こちらでは判断できかねるからです。
●トンボをつけたまま納品しないでください。
●印刷しない不要な余白は残さないでください。ぽつんと真ん中に作品があって周りに大きく余白があ
ると、余白までが作品なのかどうか、こちらでは判断できないからです。
●印刷されない部分、不要な部分は全て削除してください。

イラストレーション・データの作成方法と保存形式
（これはイラストレーション・データの標準ルールです。普段おの仕事でも、特に指示がない限り、ここに書
かれている方法で作品データを作りましょう。）

■アナログ作品のデータ作成方法
●平面のアナログ作品の場合は、スキャンしてデータ化してください。（アナログ作品のスキャン
方法はこちらで詳しく解説しています。わからない方はこちらで学んでください。：https://www.
evernote.com/l/AMV5WqdHwyFMZrOvSSJ3ML-B3dQsWZR1u7g）
●立体のアナログ作品の場合は、デジタルカメラで撮影してデータ化してください。
●データの保存形式などは、このあとの説明をご熟読願います。
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● A3 以内の平面作品に限り、事務局でスキャニング作業を承ります。ただし、手数料として、1 作品
につき 2,000 円（消費税別）を頂戴します。スキャニングをご希望の場合は、電子メールでご相談く
ださい。
●データ化を専門業者に依頼する方法もあります。

・イトウ写真工房（イラストレーションのデジタル写真撮影を専門としています。立体はもちろん、
サイズの大きな平面もデジタル撮影をすることで印刷用のデータにできます。）
　http://www.ito-kobo.co.jp

・デジタル写真撮影やスキャニングを請け負う業者は、たくさんあると思います。ネットで検索
してみましょう。

■すべての保存形式に共通した注意事項
●作品のサイズは、印刷される大きさにリサイズして納品してください。
●印刷されるサイズより小さいデータは不可です。
●囲みケイをご自身で入れないでください。点線で印刷される、線が印刷されないといった印刷事故の
元になります。
作品に囲みケイを希望する場合は、「文字原稿データ」に、「囲みケイ希望」とご記入ください。

■ Adobe Photoshop で制作した作品の場合。（あるいは、この形式で保存した場合）
● Photoshop EPS 形式で提出してください。
● 保存する際、正確な色再現のため、「カラープロファイルの埋め込み」のチェック欄を外してください。
ここにチェックがはいっていると、元データとはかけ離れた色に印刷されることがあります。
万一このチェックが入っていて、印刷されたものがイメージと異なる結果となったとしても、当方では
責任を持ちかねます。十分にご注意ください。
●その後「EPS オプション」として、いくつかのチェック項目の表示がでますが、
　・「プレビュー」は、「TIFF(8bit/pixel)」でお願いします。
　・「エンコーディング」は、「JPEG- 最高画質 ( 低圧縮率 )」にしてください。（ただし、一般的な印刷
用データでは「バイナリ」が推奨されています。お仕事の際はご注意ください。）
　・その他のチェック欄は空白のままにしておいてください。
●色のモードは CMYK。
● 解 像 度 は、 カ ラ ー 作 品 は 350dpi/inch 、 グ レ ー ス ケ ー ル は、600dpi、 モ ノ ク ロ 2 階 調 は、
1200dpi で提出してください。

■ Adobe Photoshop Elements で制作した作品の場合。（あるいは、このソフトで保存した場合）
● Photoshop 形式で納品してください。
●色のモードは RGB。解像度は 350dpi/inch にしてください。
●レイヤーは統一してください。
●担当スタッフが、RGB のデータを CMYK に変換しますが、色が大きく変化することもございます。  
　RGB で納品すると、どうしても起こりうる現象です。
　RGB の色は、一般的な印刷では再現できないからです。何卒ご了承願います。

■ Adobe Illustrator  で制作した作品の場合。
● Illustrator EPS 形式、または Illustrator 形式（.ai）でお願いします。

●色のモードは CMYK。
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● DIC、パントーン、その他の特色を使った色指定は厳禁です。必ず、CMYK に変換してから納品し
てください。カラーパレットにも特色は残さないでください。
参考ページ：https://www.meishiryohin.com/blog/cat25/cmyk-1.php

●作品内にフォントを使用している場合は、文字をアウトライン化してください。
参考ページ：https://www.meishiryohin.com/blog/cat25/illustrator-2.php

●不要なアンカーポイント（パス）は削除してください。
illustrator の画面の上にあるツールバーの【オブジェクト】→【パス】→【パスの削除】で全てのチェッ
ク項目にチェックを入れて【OK】をクリックすれば削除できます。
参考ページ：https://www.meishiryohin.com/blog/cat25/illustrator-1.php

●使わないレイヤーはすべて削除してください。あるいはレイヤーの統合をしてください。

●線の太さは最低でも 0.25pt 必要です（印刷される原寸サイズで）。
作品をレイアウトする際、縮小すると、線が細くなります。
印刷されるサイズにリサイズの上、太さを確認して納品してください。
細すぎたり、色が薄かった場合は点線状に印刷されたり、最悪印刷されないこともあります。

● Adobe Photoshop で制作している場合は、Adobe Illustrator に配置して納品することは、原則と
して禁止します。Photoshop 画像を Illustrator に安易に貼り付けると、画像が荒くなることがあるか
らです。
そうした技法で制作している場合は、最終的に Photoshop に書き出し、Photoshop EPS 形式で納品
してください。ただしこの場合は、Photoshop EPS 形式の画像が荒くなっていないか、最後にもう一
度 Photoshop で開いて確認しましょう。

● Ver.9.0 以降の透明機能を使う場合は、ラスタライズの設定を 350dpi、「画質／速度」設定を「高画
質／低速」にしてください。

■その他のソフトの場合。
● Photoshop や Illustrator 以外の形式（ペインターや 3D ソフトなど）の保存形式では、こちらで開
けません。jpeg 形式（高画質、低圧縮率）にして納品ください。

●色のモードは、CMYK（出来ない場合は RGB）でお願いします。

●解像度は 350dpi。

● RGB のデータをこちらで CMYK に変換すると、色が変化します。使用されている色によってはか
なり大きく変わってしまうこともございます。色の変化は、RGB で納品するとどうしても避けられな
い現象です。意図した色とは異なる印刷結果になることを、あらかじめご了承願います。

イラストレーション・データのファイル名の付け方
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●ファイル名は半角英数字と「_」（半角アンダーバー）でネーミングしてください。（これは普段おお仕事で
も守るべきマナーの一つです。）

●全角文字（日本語など）、機種依存文字、「_」（半角アンダーバー）以外の記号、スペースは厳禁です。（こ
れは普段おお仕事でも守るべきマナーの一つです。）

●ご自身の名前の小文字ローマ字綴りのあと「_」（半角アンダーバー）をいれて、2 桁の半角数字で作品にナ
ンバーをふってください。

●データ名に作品タイトルは付けず、ナンバーをふって区別できるようにしてください。

●日本人の名前のローマ字表記は苗字が先、名を後ににしてください。
　名を先にして苗字があとになっていると、作業が混乱する元になります。
　外国人の方、ペンネームで名を先にしている方、苗字と名の区別がない方はこの限りではございません。

● 2 桁の数字は 01 からはじめ、02、03、04 と番号を振ってください。
　例えば、森流一郎の場合は次のようになります。（006 ページの図を参照）

moriryuichiro_01.eps
moriryuichiro_02.eps
moriryuichiro_03.eps
moriryuichiro_04.eps

●これらをひとつのフォルダに格納してください。フォルダ名は、お自身の名前の小文字ローマ字綴りのあと
　「_」（半角アンダーバー）をいれて「ill」と続けてください。
　フォルダ名も、全角文字（日本語など）、機種依存文字、「_」（半角アンダーバー）以外の記号、スペースは
　厳禁です。

　例えば、森流一郎の場合は次のようになります。（006 ページの図を参照）
moriryuichiro_ill

●これをさらに文字原稿やクライアント様住所録とまとめて納品いただきます。（024-026 ページ参照）

作品配置データについて
■希望の作品配置の見本

●提出時に、掲載イラストレーションをどう配置するかの希望作品配置データをつけてください。（次
のページの図を参照）

● Photoshop で保存された作品は、PhotoshopEPS 形式（印刷原寸、350dpi、CMYK）でつなげて
ください。あるいは、PDF 形式でも構いませんが、可能な限り、PhotoshopEPS 形式でお願いします。

● Adobe Illustrator で制作した作品は、ai 形式でつなげてください。あるいは、PDF 形式でも構いま
せんが、可能な限り、ai 形式でお願いします。
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●この希望作品配置データの作品サイズは、印刷される原寸でお願いします。イラストレーションスペー
スは、縦 162 ミリ、横 131 ミリです。この中にすべて収めてください。

●作品と作品の間のアキは、４ミリ。

●データ名は、掲載のお名前のローマ字表記に「_haichi.eps」（.eps は拡張子。Illustrator 形式の場合
は「_haichi.ai」、PDF 形式の場合は「_haichi.pdf」）としてください。

● DTP 作業を簡易にするため、可能なかぎり、この配置された作品データをそのまま印刷に使用して
います。
そのまま印刷に使う可能性があることを前提に制作していただけると助かります。

●この作品配置データをそのまま使用出来ないケースもあるため、つなげていない作品一つずつのデー
タも、必ず提出してください。

● PDF 形式でいただいた場合は、一つずつのデータを使って、DTP スタッフがレイアウトソフト上で
配置します。

・配置データがなかった場合は、DTP スタッフが配置します。その配置が気に入らなかったとしても、
修正には応じかねます。希望の配置がある場合は、必ず作品は一データをつけてください。

作品配置データの例
名前、連絡先等のテキスト部分や
作品番号は不要です。
イラストレーションのみを配置し
てください。
イラストレーションのスペース
は、縦 162 ミリ、横 131 ミリ。
作品と作品のアキは、４ミリ。
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文字原稿について
■ Blog「イラストレーターズ通信」の「『年鑑イラストレーターズ通信 2021』文字原稿記入テキスト」をコ
ピー・ペースとして、文字原稿のテキストをご記入の上、提出してください。

■『年鑑イラストレーターズ通信 2021』文字原稿記入テキスト
https://illustratorstsushin.blogspot.com/2020/05/2021_13.html

●お名前、連絡先、作品キャプションなど、すべての文字原稿は、このテキストにご記入ください。

・MacOSX の方はテキストエディット
・Windows の方はテキスト形式で保存できるソフト（メモ帳など）

などにコピー・ペーストして、必要事項をご記入の上、標準テキスト形式（.txt）、またはリッチテキス
ト形式（.rtf）で保存し、他のデータとともにお送りくださいてください。

● Word で記入した場合は、保存時にテキスト形式を選んでください。
● DTP スタッフは、いただいたテキストデータをそのまま DTP ソフトに流し込みます。そのため、紙
に印刷や手書きの原稿には対応しておりません。
●ファイル名は、「moji.txt」または「moji.rtf」の前にお自身の名前の小文字ローマ字綴りのあと「_」（半
角アンダーバー）をいれてください。
●例えば、森流一郎の場合は、次のようになります（006 ページの図参照）

　moriryuichiro_moji.txt　または　moriryuichiro_moji.rtf

●すべての文字原稿に関して、「イラストレーターズ通信」で統一した表記・表現に修正することがご
ざいます。

■お名前
●名前の日本語表記の統一ルール

1）原則として、姓と名の間にスペースを入れない。
○例：もりあやこ、岡本太郎、横尾忠則

2）姓または名のどちらか１つ、または両方が1文字の場合は姓と名の間に半角スペースを入れる。
○例：森 流一郎、青木 繁、林 武

3）欧米人の名前のカタカナ表記の際は、姓と名の間に「・」（中黒）を入れる。必要に応じて「＝」
も使用可。

○例：パブロ・ピカソ、アンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレック

●日本人の氏名のローマ字表記の統一ルール
１）姓を先にし、名は後
２）姓はすべて大文字
３）名は最初の 1 文字のみ大文字で後は小文字としています。
４）姓と名の間に半角スペース

○もりあやこ の例：MORI Ayako

●普段英文字表記のお名前の方は氏名欄に英文字表記を記入し、ローマ字表記の欄にはカタカナでフリ
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ガナを入れてください。

●外国人の方、その他特殊なお名前の方は、それぞれの方法で記入ください。
ただし、こちらで統一した表記に改めることがあります。
一般的な日本人が読めない文字の場合も、何らかの表記方法に改めることがあります。（中国語、韓国語、
アラビア語、、ヒンディー語、ロシア語など）

●混乱やミスを防ぐため、電子メールの連絡の際は、ここでの掲載のお名前（団体に登録している作家
名）で統一くださるようご協力をお願いします。ペンネームで掲載される方が本名で連絡してくること
が少なくないですが、事務局では皆さんの名前をペンネームで把握しています。
この活動でお手伝いいただいている他の会員スタッフも本名までは知りません。
そのため本名でご連絡いただくと混乱の元になって、大変困ります。
あるいは、苗字だけで連絡をいただくこともございますが、同姓の方も多いので他の方と間違えること
もしばしばです。
ご連絡の際は、メール、電話に限らず、「イラストレーターズ通信会員の○○○○（登録の作家名のフ
ルネーム）です。」と名乗っていただけると助かります。

●これは、イラ通での連絡に限らず、イラストレーターとしてクライアント等に連絡する際も同じです。
「イラストレーターの○○○○（作家名のフルネーム）です。」と名乗りましょう。

■連絡先
●連絡先を１件以上、4 件まで掲載できます。
●電話番号（携帯電話でも可）か、電子メールアドレスのどちらか１件は、必ず掲載することとします。
他に、住所 ( 番地まで住所を掲載する場合は郵便番号を含む。都道府県を省略しないこと！！「東京都
在住」という表記も可、その場合は郵便番号は不要 )、ファックス、ホームページアドレス、ブログア
ドレス、Facebook ユーザーネーム（アドレスの https://www.facebook.com/ のあとの部分）、ツ
イッターアカウント（例：@illustrators_jp）、Instagram ユーザーネーム（アドレスの https://www.
instagram.com/ のあとの部分）などの連絡先を掲載可能です。

●電話番号や住所等の連絡先の記載方法は、年鑑全体で統一しています。
　統一ルールに沿っていないものは、事務局で修正します。

●掲載できる連絡先は、最大 4 件までです。
4 件を超えていた場合は、事務局や担当スタッフの判断で 4 件に絞らせていただきます。文字校正の際、
ご確認ください。

■納品形態
●お仕事での作品納品形態が入ります。デジタル納品か、アナログ納品か、あるいは両方を選んでくだ
さい。

■作品キャプション
●掲載のイラストレーション作品に、必ずキャプションがはいります。キャプションなしは不可としま
す。
表記法を統一しています。以下の例にそってごお願いします。
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1）作品タイトル
「　」（括弧）でくくります。ご自身でつけた作品のタイトルを記入して下さい。
ただし、タイトルを記載できるのは、オリジナル作品のみです。タイトルを記載するかどうかは、
任意です。
お仕事に使用した作品は、タイトルを記載しておりません。

2）媒体の種類
「何の仕事で使われたのか」を、具体的な媒体の種類で記入して下さい。
これはすべての掲載作品において、必ず入ります。
複数の媒体に使用された場合は、使用された媒体を併記して「、」で区切ってください。
よくある例を挙げます。

・オリジナル（仕事で未使用のもの）
・ポスター（広告、映画などのポスター全般）
・ポストカード
・雑誌表紙（文芸誌、女性誌に関わらず、雑誌の表紙に使われた場合）
・雑誌挿絵（小説挿絵、連載エッセイカット、特集記事など雑誌の中面で使われた場合、
すべて雑誌挿絵としています。文芸誌、女性誌等、雑誌の種類に関わらずこの表記）
・書籍カバー（書籍にまかれるカバーに使用された作品は、すべてこの表記）
・書籍表紙（カバーをめくった書籍の表面に直接印刷された作品は、この表記）
・新聞挿絵（新聞小説の挿絵、エッセイのカット、記事の説明図などで使われたもの）
・新聞広告（新聞の広告で使われた場合）
・冊子表紙
・冊子挿絵
・パンフレット（冊子の中でも特に、何かの案内、説明。宣伝などのための比較的ページ
数の少ないもの）
・カタログ（冊子の中でも特に、様々な商品を詳しく紹介するもの。ページ数が多くなる
ことも多い。）
ブックレット（冊子の中でも特に本意近い作りになっているもの。無料で配布されるもの
ではなく、何かの商品言増していることが多い）
・リーフレット（１枚の印刷物を折っているもの）
・チラシ（新聞位折り込まれる宣伝用の印刷物）
・ビラ（主に、街中で配る印刷物）
・フライヤー（１枚で折れていない宣伝用の印刷物。主に音楽系のイベントやライブの告
知用のもの。若者向けの宣伝用のもの）
・会員誌
・会報
・機関紙
・広報誌
・社内報
・CD ジャケット
・POP
・絵本
・教科書
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・副読本
・テキスト（塾、教室、通信教育などの教材としての冊子）
・Web（「W」のみ大文字。「eb」は小文字。「web」「web」という表記は不可）
・TV 番組（TV 番組に使用された場合はすべてこの表記になります。）
・TVCM（TV コマーシャルはすべてこの表記です。）
・年賀状素材（年賀状素材のムック等で使われた場合、ダウンロード販売などの年賀状素
材として使われた場合など）
・年賀状（ご自身の年賀状、企業などから直接依頼があってその企業の年賀状で使われた
場合）
・展覧会作品（個展やグループ展などの展覧会のために描いた作品。オリジナルとしても可。
この場合、クライアント名の部分にギャラリー名を入れても構いません。）
・展覧会案内状
・コンペ用作品（企業からの依頼を受けて複数のイラストレーターで競い合ったが、結果
的に不採用となった作品）
・コンテスト出品作品（「ザ・チョイス」「ギャラリーハウスマヤコンペ」などの公募され
て優秀な作品を競い合うコンテストに出品した作品。コンテスト名を丸括弧内に入れてく
ださい。入賞・入選した場合は、星の名称も入れてください。例：コンテスト出品作品（ザ・
チョイス　入選））
・ZINE（ご自身で出した場合のクライアント名は、ご自身の名前にしてください）
・画集（自費出版の場合は、クライアント名をご自身の名前にしてください）
・個人からの依頼作品
・パッケージ
・商品ラベル（商品に貼られるシール状のもの）
・雑貨
・ステーショナリー
・ストック・イラストレーション（丸括弧の中にどこで販売しているのかを入れてくださ
い。複数あれば、複数入れても構いません。例：ストック・イラストレーション（Adobe 
Stock、Shutterstock）
・音楽ネット配信サムネイル画像
・デジタルサイネージ

※その他の場合は、上記の事例も参考にご記入ください。ただし、こちらで統一した表記に改め
ることがあります。

3）媒体タイトル
使用された媒体の題名です。

『　』（二重カッコ）でくくってください。
・雑誌の場合は雑誌名
　例えば『an・an』、『non・no』など。

・書籍の場合は書名
　例えば『人間失格』、『坊ちゃん』、『三国志』など。

4）クライアント名
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お仕事の報酬を支払ってくださった会社・団体・自治体の名称です。（個人の場合は「個人から
のご依頼」と入れてください）
デザイナーやエージェンシーから依頼がきた場合も、大元のお金を出してくれた会社・団体・自
治体の名称を入れてください。

［　］でくくってください。
仕事で使用した作品は、クライアント名が必須です。
スペースの都合上、「株式会社」「有限会社」などは省略してください。

・出版物の場合は出版社名
　例えば［新潮社］、［講談社］など。

5）エージェンシー（広告代理店、イラストレーション・エージェンシーなど）
広告代理店、企画制作会社、イラストレーション・エージェンシーを通して仕事が来た場合は、
ここに記入ください。

スペースの都合上、「株式会社」「有限会社」などは省略してください。

6）制作スタッフの個人名、会社名
仕事で使用し、デザインされた状態で（印刷物、Web サイト全体等）掲載する場合のみご記入
ください。
仕事で描いた作品だとしても、デザインされていない状態のイラストレーションのみを掲載する
場合は必要ありません。
次の略号を使い、 「： 」の後に個人名や会社名を続けてください記入ください。

・プロデューサー→ P：
・クリエイティブディレクター→ CD：
・アートディレクター→ AD： 
・ブックデザイナー（装幀）→ BD ： 
・デザイナー→ D：
・コピーライター→ C： 
・編集者 → Ed：
・写真家→ Ph：

小説家やミュージシャンの名前、雑誌の号数や「○月号」などは記載しておりません。

制作スタッフの人数に制限はございませんが、キャプションスペースに入りきらない場合は、一
部省略させていただきます。（最大１４０文字までです）

個人名と会社名を両方表記する場合は、名前のあとにカッコでくくって会社名を入れています。
例えば、
AD：森流一郎（森イラストレーション事務所）
となります。

ここでも、「株式会社」「有限会社」などは省略してください。

●キャプションの文字数
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すべてをあわせて 140 文字以内。
オーバーしていた場合、事務局の判断で省略させていただきます。恐れ入りますが、省略する部
分はお任せいただくことになります。文字校正でご確認ください。

発送先住所
■発送先住所

年鑑を発送してほしいと希望する、イラストレーションを発注する会社・法人・団体・自治体、あるい
はその職業の個人等）がございましたら、その住所データも一緒に納品をお願いします。
いただいたご住所宛に、出来上がった年鑑を発送いたします。（日本国内限定）
会社や部署宛、あるいはデザイナーや編集者個人宛にも発送可能です。
郵便番号・住所・会社名・部署名・氏名をお願いします。

ただし、次の 2 つを条件とします。
１）「年鑑を送ってほしい」と希望された。
２）「年鑑を送っても大丈夫である」と確認を取った。（まだの場合は、確認をお願いします）
この２つの条件のいずれかに当てはまる発送先でお願いします。
今回の年鑑に掲載する作品のクライアントに発送を希望する場合は、掲載許可をいただく際に年
鑑の送付に関しても同意をいただいてください。

「この二つの条件に当てはまらないけれど送ってほしい」という発送先がございましたら、ご相
談ください。可能な場合は対応させていただきます。

なお、現在の発送先を掲示板で確認できます。
「『年鑑イラストレーターズ通信』について」のトピック（https://illustrators.jp/topic.
php?id=33&comment=540）「No. 11276 ／ 作成日：2020 年 05 月 11 日 01:48 」の書き
込みです。
ここに載っている会社・団体・自治体・個人は、すでに発送先に入っているので、発送希望のお
知らせは不要です。

●住所データは、標準テキスト形式、リッチテキスト形式、エクセル形式のデータでお願いいたします。
　他の形式（住所録ソフトの形式、Illustrator 形式、Photoshop 形式、JPEG 形式など）、印刷物、手
　書き、名刺のスキャン画像も不可です。

●機種依存文字や絵文字は絶対に使わないでください。
　例えば、
・（株）をひとつの文字とした括弧文字、
・丸の中に数字が入った丸数字、
・半角カタカナ、
・ハートの絵文字
などは厳禁です。
機種依存文字に関して詳しくは、この要項の 037 ページをご覧ください。

　作品データの締め切り日までに間に合わなくとも、在庫がある限り、ご連絡いただければ発送いたし 
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　ます。

●データ名はご自身の名前のローマ字表記の後に「_hassousaki」と付けてください。
　例えば、森流一郎の場合は「moriryuichiro_hassousaki」となります。（006 ページの図参照）

データ納品方法
■納品データの名前

●すべてのデータは必ず一つのフォルダにまとめて、半角英数字の名前に「_nenkan2021」とつけて
　ください。( 森流一郎の場合の例：moriryuichiro_nenkan2021)（006 ページの図参照）
　
※注意：必ず掲載のお名前を使用してください。フォルダ名には半角英数字と「_」（アンダーバー）　
拡張子に付く「.」（ピリオド）のみでお願いします。その他の記号・文字、日本語、スペース、全角　
英数字は使わないでください。こうした文字や記号を使うと、文字化けやトラブルの原因になります。
これは普段のお仕事でも気をつけましょう。

■インターネットによる納品
●電子メールに添付、大容量データ転送サービス、サーバやクラウドサービスからのダウンロードなど
の提出方法に対応します。

●送信先電子メールアドレス（次の 3 つのアドレスのうち、どれに送っても構いません）
jimukyoku@illustrators.jp（総容量 20MB まで）
illustrators.jp@gmail.com（総容量 50MB まで）
illustrators.jp@mac.com（総容量 20MB まで）

参加の皆様がお使いの電子メールサービスにも、それぞれ送信可能な容量に上限があります。
送信可能な容量の上限を確認の上、お送りください。

●納品の際は、必ず圧縮してください。
圧縮は、zip 形式でお願いします。

● Mac OSX で、zip 形式の圧縮をする方法。
お仕事で納品する際も、zip 形式はよく使われます。覚えておきましょう。

まずはフォルダを選択してください。
その上で、画面の上の方にあるメニューバーの「ファイル」から「○○を圧縮」（または「アーカイブ
を作成」）を選ぶことで圧縮できます。

● Windows で、zip 形式の圧縮をする方法。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/14200/windows-compress-uncompress-zip-files

●大容量データ転送サービスでも対応します。
大容量データ転送サービスの例
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・firestorage　http://firestorage.jp
・おくりん坊　http://okurin.bitpark.co.jp

数日の期間では、事務局が忙しくてダウンロード出来ないことがあります。（特に土・日・祝日は、
お休みをいただいており、作業は行いません。金曜日に 3 日のダウンロード期限でお送りいた
だいても、間に合わない可能性が高いです）
ダウンロード期間は、１週間以上にしていただけると助かります。

● Dropbox を使って大容量データを送り方法もあります。
　こちらを参照してください。：https://www.dropbox.com/ja/features/share/send-large-files

● Gmail は、Google ドライブを使用することで大容量のデータも送信可能です。
こちらを参照ください：https://support.google.com/mail/answer/6584?hl=ja

● iCloud の Mail Drop を利用すれば、大容量のデータ送信も可能です。
こちらを参照ください：https://support.apple.com/kb/PH2629?locale=ja_JP

●ご自身の Web サイトのサーバにアップして、その URL を知らせていただければ、こちらでダウンロー
ドすることが可能です。

■宅急便による納品には対応しません
●必ず、インターネットを使って納品してください。
今のご時世、インターネットによるデータ納品ができなければ、クライアント（あるいはデザイナーや
編集者）に迷惑をかけてしまいます。
わからなければ、教えます。掲示板でどんどん質問してください。

第２回イラ通総選挙について
■概要

●会員外の人々に呼びかけて、会員イラストレーターの人気投票を行います。
●投票は、ツイッターの「リツイート」と「いいね」で行います。
●１位に選ばれた方は、年鑑 2021 の参加費を免除します。その上で、年鑑のカバーイラストレーショ
ンを担当していただきます。イラストレーションの使用料として７万円お支払いします。また、年会費
も 5 年間免除します。
●２位と３位の方は、年鑑 2021 の参加費 + 年会費 1 年分を免除します。
●４位から８位までの方は、年会費を 1 年間免除します。

●１位から８位までの方は、年鑑 2021 の「第２回イラ通総選挙」の記事に掲載されます。

■目的
●この総選挙の真の目的は、「イラストレーターズ通信」と会員イラストレータの宣伝です。
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●本来、イラストレーター に順位なんてありません。会員イラストレーターの順位をつけることが目。
●もっとたくさんの人に「イラストレーターズ通信」と会員イラストレーター のことを知ってもらい、
認知度を上げることが目的です。
●特にデザイナー、編集者などのイラストレーションを発注する方々の認知度を上げていきたいと思っ
ています。
●対外的には一番人気のイラストレーターを決める投票として呼びかけますが、本当の目的はみんなに
団体のことを覚えていただくことにあります。

■開催時期
2021 年 7 月から 8 月ごろの予定。（決まりましたら、掲示板やメールでお知らせします。）

■方法
●ツイッターを使います。
●ツイッターで、「# 第２回イラ通総選挙」のタグをつけて、総選挙に立候補する会員はツイートします。
●この時画像をつけてください。4 点まで OK です。みんなが投票したくなるような、いい作品にしま
しょう。

●立候補には条件があります。この年鑑お早割に申し込んでいることです。
●年鑑参加費が免除されているスタッフも立候補して構いません。

●立候補以外に、森流一郎からの推薦も、若干名行う予定です。推薦は、原則として、年鑑お早割に申
し込んでいない人にお願いする予定です。

●立候補する皆さんは、ツイッターで、「イラ通総選挙に立候補します。投票してください」と、画像
付きでツイートしてください。その時、ツイートには必ず「# 第２回イラ通総選挙」と入れてください。
これがないと、事務局が見落とす可能性があります。
●投票は、「リツイート」または「いいね」で行ってもらいます。
●「リツイート」と「いいね」の合計数が一番多い人が、総選挙 1 位とします。

■立候補のツイート例
●立候補する際は、例えばこんなツイートでみんなに投票を呼びかけてください。

「イラストレーターズ通信会員から一番人気のイラストレーターを決める総選挙に立候補しまし
た。この絵を気に入ってくれたら、「リツイート」＆「いいね」で投票してください。１位に選
ばれたら次の年鑑のカバーを担当できます。投票期限は、○月○日。# 第２回イラ通総選挙」

「次の年鑑カバーを決める # 第２回イラ通総選挙が始まりました。私も立候補しています。この
イラストが素敵だと思ってくれたら、「リツイート」or「いいね」で投票してね。投票は、○月
○日までにお願いします　。」

●参考のため、第１回のツイートをご覧ください。
Twitter で、「# イラ通総選」と検索すると、前回のツイートの様子を見ることができます。

■賞
●第１位
・年鑑 2021 のカバーを担当していただきます。（カバーに使う作品は、描き下ろしても、ありもので
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も構いません。ありものの中から森流一郎が選ぶこともあります。総選挙に立候補する際の画像とは別
作品で構いません。）

・イラストレーションの使用料：70,000 円（消費税別 )

・この使用料には、次の 2 次使用代を含みます。
・この年鑑の宣伝・紹介等の為、この表紙画像（書影）を Web、今後発行される年鑑等で使わ
せていただきます。
・イラ通アカウントの SNS の TOP 画像として 1 年間使います（使用期間：2021 年 4 月 1 日
から 2022 年 3 月 31 日まで。私の作業日の関係で多少前後します。）
・ Facebook、Twitter、インスタグラムで団体の宣伝に使用予定です。（使用期間：2021 年 4
月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで。私の作業日の関係で多少前後します。）

・年鑑 2021 の参加費を免除。
・年会費も 5 年間免除

●第２位、第３位
・年鑑 2021 の参加費を免除
・年会費を 1 年間免除

●第４位から第８位
・年会費 1 年間免除

●第１位から第８位までの方は、年鑑 2021 の「第２回イラ通総選挙」の記事に掲載されます。（年鑑
2020 を参考にしてください。）

■投票してくれた方へのプレゼントは「なし」としました。
●第１回総選挙で 1 位に投票してくれた方の中から 1 名様プレゼントを差尾あげました。しかしあま
り必要ではなさそうです。今回はプレゼントはなしとします。

■総選挙対象外の会員
●これまでにカバーを担当したことのある会員は、総選挙に立候補できないものとします。

■注意点
●自分で自分に投票しても構いません。
●知り合いに「私に投票して」とお願いしても OK です。むしろ積極的に、いろんな人に投票をお願い
して下さい。この総選挙は、誰が一番いいイラストレーターかを決めることが目的ではないからです。
よりたくさんの人に広めることこそが目的なのです。
●「リツイート」と「いいね」で、一人 2 表まで入れることができます。
●この総選挙目的でアカウントを大量に作って、それぞれで「リツイート」と「いいね」とするのは禁
止します。
●本人でなくとも、応援する友人が行ってしまった場合は、カウントしないこととします。
●こうした不正を防止するため、「最近できたばかりでほとんどツイートしていない」「フォロワーが極
端に少ない」など、アクティブでないと判断されたアカウントの投票分は、カウントしないことにします。
●鍵がかかっていて、活動の様子がわからないアカウントも、原則、除外します。
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■その他
●最新の情報は、会員掲示板の「イラ通総選挙について」のトピックをご覧ください。

その他の注意事項
■「イラストレーターズ通信」にご理解とご協力のお願い

作業をスムーズに進めるため、参加の皆様のご理解とご協力をお願いしています。
各種の連絡・質問・要望に対して、迅速な対応をお願いいたします。

■森流一郎およびスタッフに一任してください。
名前・連絡先・キャプションの表記方法、企画、デザイン、各個人ページのレイアウトなど、内容に関
しては、主宰の森流一郎およびスタッフにご一任願います。

■パソコンやソフトのサポートについて
パソコンやソフトの設定および操作方法に関して、あるいはデータの制作方法に関して、「わからない」

「うまくできない」という場合は、会員掲示板にてご質問ください。
今のご時世、データ納品ができないイラストレーターは、クライアントに迷惑をかけるばかりです。
この機会にデータ納品のやり方を覚えてください。

■予定通りには進まないこともございます
森流一郎やスタッフの病気、事故、その他の原因で、発行が遅れる可能性もございます。
特にこの業は、新型コロナの影響で遅れる可能性があります。
何卒ご了承ください。

■参加要項のルールを厳守ください
事務局やスタッフの負担を減らすため、参加要項に沿ってデータを作成し、提出してください。
大きな問題のあるデータを提出された場合、あるいはデータの修正や再提出が必要になった場合は、追
加料金をいただくことがございます。
作品 1 点（あるいは 1 箇所）につき 500 円とさせていただきます。

この追加料金の設定は、お金をいただくことが目的ではなく、規定通りに納品していただく意識を高め
る目的で設定しています。

■掲載許可について
イラストレーションを仕事で使われた状態（印刷物をそのまま）で掲載する場合は、クライアントから
許可を得てください。

例えば雑誌のカットに使われて、雑誌のページをそのまま載せる場合ーー
記事の文章は、その出版社、あるいはその文章を書いた方に著作権があります。無断で載せると著作権
法に抵触することになります。著作権者の許可が出なかった場合、文章をぼかす手もあります。

写真も同じページにある場合は、その写真の著作権者の許可も必要です。
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他のイラストレーターの作品もあると、そのイラストレーションお著作権者の許可も必要です。

印刷物ではなく、イラストレーションのみを掲載する場合は許可を取る必要はございません。イラスト
レーションの著作権はイラストレーターにあるからです。
ただし、著作権を譲渡している場合は許可を取る必要があります。

あるいは、契約時に何らかの取り決めがある場合はそれに従ってください。

■掲載作品の変更は出来かねます
提出前に確実に内容を確認ください。
いったん提出した作品は、たとえ締め切り前であっても変更は受け付け出来かねます。
どうしても作品（あるいはデータ）の変更を希望する場合は、手数料を頂戴します。作品 1 点につき
500 円となります。

これは、お金をいただくことが目的ではなく、安易に変更を繰り返し、『イラストレーターズ通信』の
作業進行に支障を来すことを防ぐための規定です。

ただし、文字校で OK をいただいた後の変更はいかなる理由があっても応じかねます。十分にご注意く
ださい。

どの作品を載せればいいのか迷う場合は、掲示板でご相談ください。「質問・相談・愚痴」のトピック
でお願いします。

■掲載の作家名の変更はご遠慮ください。
掲載の作家名は、十分に良く考えた上でお申し込みください。
いったん参加申し込みをいただいたあとの作家名変更はお断りしています。

「どうしても」と希望する場合は、DTP 作業が始まる前の段階であることを条件に１回のみ受け付けま
す。
ただし、手数料として 500 円ちょうだいします。
この手数料も、お金をいただくことが目的ではなく、安易に作家名の変更を繰り返し、『イラストレーター
ズ通信』の作業進行に支障を来すことを防ぐための規定です。

DTP 作業が始まってからの作家名の変更は、いかなる理由があっても受け付け出来かねます。

■年鑑の贈呈
出来上がった年鑑は、1 冊差し上げます。

■連絡先の変更について
文字校の段階まで、参加者ご自身の掲載連絡先の変更は受け付けています。
引っ越しなどで、掲載する住所、電話番号、電子メールアドレスなどが変更になった場合は、お早めに
電子メール（郵便不可）でお知らせください。

文字校で「OK」をいただいたあとの掲載連絡先変更は受付できかねます。
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ただし、「OK」のあと連絡先がかわってしまった場合も、ご連絡はお願いします。
掲載連絡先の変更は出来ませんが、出来上がった年鑑をお送りする際に必要だからです。

■問い合わせ
不明な点は、会員掲示板でご質問ください。
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文字原稿で使用可能な文字

・全角記号
、。,.・:;?! ゙ ゚ ́` ̈^ ̄_ ヽヾゝゞ ) 〃仝々〆〇ー— - /\ 〜 ‖| ..... ‘’ “” ()〔〕[]{}〈〉《》「」『』【】
 + −±×÷ = ≠ <> ≦≧ ∞∴♂♀∠⊥⌒∂∇≡≒≪≫ √∽∝∵∫∫∫∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨ ¬ ⇒⇔∀∃° ′′′° C
 ¥$¢£%Å‰ #&*@ §☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼ ※〒→←↑↓〓 ♯♭♪†‡¶◯ ́` ̈^

・全角罫線
─│┌┐┘└├┬┤┴┼━┃┏┓┛┗┣┳┫┻╋ ┠┯┨┷┿┝┰┥┸╂

・半角英数字
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

・半角記号
 !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_{|}~

・全角かな
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてのなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよわをん
がぎぐげござじずぜぞだぢづでどばびぶべぼぱぴぷぺぽ ゐゑぁぃぅぇぉっゃゅょゎ
アイウエオカキクケコサシスセソタチツテノナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤユヨワヲン
ヴガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプペポヰヱァィゥェォヵヶッャュョ

・漢字は、文字コード「Adobe-Japan1-5」の規格の文字であれば使用可能です。
　　　特殊な漢字は、文字校で念入りにチェックをお願いします。

・文字コードについて知りたい場合はこちら
http://ja.wikipedia.org/wiki/CID_( 文字コード )
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文字原稿で使ってはいけない文字（機種依存文字）
半角カタカナ、丸文字、括弧文字、その他下記の記号類は、文字化けする可能性があるため使用できません。
どうしても使う必要がある場合は、必ずご相談ください。これは、電子メールや Web でも使わないのがマナーです。



❶ 雑誌挿絵『月刊武道』［日本武道館］

❶

森 流一郎　MORI Ryuichiro
〒188-0004 東京都西東京市西原町 5-3-5　TEL：042-452-6455
E-mail : mori@ryuichiro.net　URL : http://www.ryuichiro.net　

001

納品形態：アナログ／デジタル
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ページ見本１
作品 1 点を掲載した例です。イラストレーションスペースは、縦 162 ミリ、横 131 ミリ。このサイズ内にすべての
イラストレーションをおさめてください。縦長の作品は、原則 , 中央揃えにして、左右を開けます。
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ページ見本２
作品展数は４点まで掲載可能です。４つの作品を並べた例です。
作品と作品の間のアキは、４ミリです。それ以下だと「❶」などの作品番号を入れられないので厳禁です。
カコミケイ（作品周りを囲む線）は、DTP スタッフが入れます。ご自身で入れないでください。

❶❷❸❹ 雑誌挿絵『小説現代』［講談社］

❶

❷ ❸ ❹

Kakatootoshi　カカトオトシ
東京都在住　TEL：042-452-6455　　
Twitter：@illustrators_jp　Facebook：http://www.facebook.com/illustrators.jp

002

納品形態：アナログ
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ページ見本３
１０点の作品をつなげて、作品１点とした例です。４点以上の作品掲載を希望する場合は、このように複数の作品を
つなげて納品してもかまいません。ただし、同じ仕事のシリーズ等に限ります。作品と作品のアキは 0 ㎜または 2 ㎜。
つなげて四角になるようにしてください。（015 ページ参照）

❶ 新聞小説挿絵『北日本新聞』ほか　三友社

❶

ピエール鈴木　Pierre SUZUKI
TEL：042-452-6455 ／ 090-9293-8415　office@illustrators.jp

003

納品形態：アナログ
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ページ見本４
❸の作品は、９点をつなげて一つの作品として納品した例です。同じ仕事のシリーズなので、キャプションは全く同
じである必要があります。❶❷のように、同じ仕事を分けて掲載しても構いません。
二つのペンネームを並べて表記する場合は、下のように、もう一つの名前をマル括弧でくくります。

❶❷ 雑誌挿絵『FRaU』［講談社］
❸ 新聞小説挿絵『長崎新聞』ほか　学芸通信社

❶ ❷

❸

一番星きらら（瞳）　ICHIBANBOSHI Kirara（Hitomi）
E-mail : mori@ryuichiro.net　URL : http://www.ryuichiro.net

004

納品形態：デジタル
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制作：プロフェッショナル・イラストレーター集団「イラストレーターズ通信」事務局

〒 188-0004 東京都西東京市西原町 5 丁目 3-5　合同会社 森イラストレーション事務所内
電話・ファックス　042-452-6455 電子メール　jimukyoku@illustrators.jp

Web サイト　https://www.illustrators.jp


