
ハガキ印刷に一芸をもとう-2016-1 
第 1 日 ラベル屋さん HOME 
０． USB にフォルダー「年賀状 2016」を準備、教材・作品フォルダーを作成。 

 教材：「第１日」、ソフト 
 制作物：「私の作品」 
★フォルダー「年賀状 2016」は PC におく。 

１． ラベル屋さん HOME をインストール 

   （USB からコピー） 
ショートカットをダブルクリックして起動。 
更新、アップデートはしない。 
インターネット接続ありで{更新をダウンロードし

ますか？}が現れたら⇒ いいえ をクリック。 
インターネット接続なしで{自動アップデートを中

止しますか？}が現れたら⇒ ＯＫ をクリック。 
２． 作業の流れ [ネーム]印刷 － 用紙 No. 28845 
① トップメニューで用紙を決定します。 
・商品番号から探す場合⇒商品番号 28845 ⇒[検索]→OK 
・用紙一覧から探す→用紙一覧を表示⇒用紙の選択→ 
用途種類(ネーム)/用紙名(A4 判 24 面ネーム・表示用)⇒OK  

・用途から探す⇒用途アイコン(ネーム)⇒用紙の選択⇒OK 
｛全面操作｝：編集面の選択・コピー（全面／横／縦コピー） 
②テンプレートの選択 
③デザインの編集：文字／画像／線や図形／配置 
④印刷、｛保存：必要に応じ資料の管理｝、{リンク：他とつなぐ｝ 
 
３． 編集 [あいさつ・案内状]印刷 － {はがき用紙} No.30351 

   表示用文字：「ここに文字を入れてください｣→ 
      ｢賀正｣と修正 ⇒［新規に貼り付ける］ 
   大きさ・位置を調整 

本文「本年もよろしく・・・」入力 ⇒［新規に貼り付ける］⇒調整 
・文字のポイントを固定したい場合は、サイズの自動の☑をはずす 
・USB に保存。［保存］⇒{名前を付けて保存}→{保存場所}:｢私の作品｣→(ファイル名 xx01.hld)⇒[保存] 

印刷：[プリンターの設定]⇒[プロパティ]⇒{印刷前にプレビュー、出力用紙(はがき)、など}⇒[印刷実行]  
 
４． 宛て名ラベルの Excel 印刷 （用紙 No.28387(サイズ A4)、住所録：仮想名簿） 
・住所録の Excel ファイルを開き、印刷する範囲（A01～D11）を選び、 

⇒[印刷]⇒[ラベル印刷(ウィザード)]⇒ 
   範囲を確認し、[次へ]⇒A-ONE、No.28387 を選び⇒[次へ]⇒ 
   [選択可能な列]の項目を{ラベルテンプレート}へ移動指定。位置調整。  

  ⇒ [プレビュー]⇒[印刷] 
注）この例は、はがき表面へ宛て名をシール貼りするものです。 

年賀状 2016 
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はがき印刷に一芸をもとう-2016-2（Draft） 
第 2 日 ワードで年賀状デザイン 
使用 USB：フォルダー「年賀状 2016」→{2 日資料、「私の作品」} 
[ワード起動]⇒[差し込み文書]⇒[はがき印刷]⇒[文面の作成]⇒[はがき文面印刷ウィザード] 
１．文面作成ウィザード 

☆年賀状の文面(ウラ)を作り、USB に保存します。 
文面の種類： 年賀状を選び⇒次へ 
レイアウト：   レイアウトの一つを選び⇒次へ 
題字／イラスト： 題字→｢謹賀｣／イラストを選び⇒次へ 
あいさつ文：   あいさつ文を選び⇒次へ 
差出人住所：印刷は☑で選択。氏名その他を記入⇒次へ 
⇒完了／印刷：[Office]ボタン→[印刷]→[印刷プレビュー] 
USB に保存：office ボタン→名前を付けて保存→Word 文書 
⇒保存フォルダー：リムーバブルディスク｢私の作品｣⇒ 
ファイル名の例：青葉太郎-01.docx⇒保存 
[アドイン]又は [はがき文面印刷] からの修正 
⇒[差出人]、[デザインの変更]で編集。(又は保存・印刷) 

 
印刷：[Office]ボタン→[印刷]⇒プリンターの[プロパティ]で確認→印刷 
 

挿入⇒画像⇒ももくろ-01.jpg⇒挿入⇒{書式→文字列の折り返し→前面}⇒[図ツール]→[書式]⇒[トリミング]

→枠をドラッグ→[トリミング]で確定⇒{移動、サイズ調整}⇒空所クリックで確定⇒[名前を付けて保存](名前:

青葉太郎-01.docx)⇒[保存] 

 

 

 

 

 

 

 

注）・[アドイン]というタブは、word2007 の操作中に必要な場合のみに現れます。 

  ・ウィザード完了後は、通常文書としてワードの機能がつかえます。 

 

２．ラベル屋さん年賀状への写真挿入 

☆ラベル屋さんを起動し、第 1日作成の原稿(xx01.lhd)を USB より読み込み、写真を挿入します。 

[トップﾒﾆｭｰ]⇒[ファイルを開く]⇒{リムーバブルディスク}⇒(場所:USB 私の作品、名前:sawa01.lhd)⇒[開く] 

[画像]⇒フォルダ：USB 内の画像(ももくろ 01.jpg)を選び⇒[新規に貼り付ける]→[トリミング]⇒倍率:適切な

ものを選択⇒四角い範囲をクリック⇒OK⇒{縦横比を固定}☑と□繰り返す⇒(空所をクリックして確定)  

⇒再び画像をクリック⇒{大きさを変更し、位置を移動}⇒空所をクリックして完成 

[保存]⇒(名前:xx02.lhd)で「私の作品」に保存。 

  

＋ 

＋

＋ ＋

＋

青葉太郎-02 
青葉太郎-01 

挿入 ﾄﾘﾐﾝｸﾞ 移動 
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はがき印刷に一芸をもとう‐2016-3

■■■ エクセル住所録から宛て名印刷

1.ワー ドで宛て名印刷

☆エクセルの住所録ファイルをワー ドではがき印昴」します。

[ワ ー ド起動]⇒ [差 し込み文書]⇒ [はがき印刷]⇒

[宛名面の作成]⇒ [はがき宛名印刷ウィザー ド]
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匡コ ⇒OK→ ア ドイン (1丁〔H2べ .)

た1)1通だけの新規印刷の場 合は、差 し,△み印刷を 「◎使サ11し ないJを 選び、医コ

[ア ドイン]→ [宛名]⇒ [宛名住所の入力]→氏名その他を入力→OK→自」刷 また |ま 保存

参考 :(word‐ 2010)差 し込み文書画 面 (word‐ 2007)

[ア ドイン]→ 腕 名]⇒印刷する宛先を指定回

他もチェックし、[印刷]▼→すべて印刷⇒印刷設定

注)住所録ファイル :処理の基本・詳細は、年賀状講習

Va ;g 4""" i::rt-j: 1 !i =-

会の旧テキス ト(2012年 11月 )を参照して下さい。

参考 :郵便局はがきデザインキットで宛て名印刷 (イ ンターネット使用)

☆郵便局のソフ トであて名面を印刷 します。

=て
■Fll嗜    ‐・ : =:

あ ご名面訟Yリ スト

颯黎 ■_: 駆け

デザインキット起動⇒あて名面作成→差出入登録 。あて名面設定→
1新規登剣 (ま たは編集)→保存して次へ

|→

あて名面のあて先・差出入各項目の位置をマウスで設定→
医存 して次ヨトOK 主所録に戻る

あて名新規追加⇒姓名。郵便番号・住所。連名を入力⇒医∃

印刷 :チェックボックス図→あて名面の印刷→ レイアウトを確認する⇒匝団⇒印刷に進む

注)。 はがきデザインキットのインス トールは、講習会第 4日 テキス トで記述 します。

・ア ドレス帳の読込 :[住所読込]⇒csvフ ァイル読み込み⇒項目(氏名、郵便番号、住所)の 割 り当てが必要です。
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はがき印刷に一芸をもとう-2016-4（Draft） 
第 4 日 はがきデザインキット 2016 
０．フリーソフトのダウンロード( http://yubin-nenga.jp/design_kit/ )の注意点 
 ・インターネットで｢はがきデザインキット｣をキーワードにして検索。 
 ・郵便年賀の「はがきデザインキット 2016」URL を確認して、いますぐダウンロードをクリックする。 
 ・デスクトップにショートカットを表示させる。これをクリックすると、「はがきデザインキット」が起動。 
１．テンプレートで文面作成 （はがきデザインキット初期画面より操作開始） 

[はがきデザインキット]を右クリック⇒[開く]⇒[デザインキット起動]⇒[はがきの向き]指定⇒OK⇒初期画面 
なお、[オプション]からでも、ハガキの向き・種類のほか、デザインのスタイルを選択することが出来る。 
初期画面において、[素材]の [テンプレート]⇒選択した図案をはがき文面に移動(ドラッグアンドドロップ) 
つまり、テンプレート素材をクリックし、そのままマウスで左側の≪はがき文面≫に移動し、指を離す。 

 

作業中の新規保存：[ファイル]→[別名保存する]⇒USB｢私の作品｣→(ファイル名.ptc)→保存 
         再開は、[ファイル]⇒[開く] から、保存したプロジェクトファイル(.ptc)を開く。 
２．年賀状デザイン （注意：困った時は､｢使い方を映像で見る｣）  

・最初は、[ファイル]⇒[新規作成]⇒（色んな素材を右から左へ）…選んだ素材をはがき文面に移動貼り付け 
・自作の追加：フリーハンド／テキスト／スタンプ／画像読込 から挿入。 

パソコンから読み込む画像は、[ファイル参照]で見つけて、｢作業エリアに読込｣で文面に移動する。 
・はがき文面の修正：はがき文面の画像等を[選択]して修正・編集する。 
・テキスト文の修正は、テキストタブ⇒文章を選ぶ⇒(文章編集)→文字の方向を決定。 
・USB への保存例：[ファイル]⇒[完成品を書きだす]→(場所：｢私の作品｣)→ファイル名.png を入力⇒[保存] 
注）素材の探し方：使用したいと思った素材に★を付けておくと、年賀状デザイン時に{お気に入り}をクリック 

した際に表示される。お気に入りからの削除はごみ箱マークをクリック。 
  完成作品は拡張子(.png)付きで保存、完成品の再読み込みは[ファイル]⇒[画像ファイルの読み込み]による。    

（写真など外部の jpeg ファイルの読み込みと同じ方法） 
郵便年賀.jp（http://yubin-nenga.jp/ )の無料アプリ：毛筆ツール､はんこ作成ツール､干支似顔絵ツール､など 

付：年賀状総まとめ 

マイクロソフト：Office（ワード、エクセル）・・・ワードではがき印刷、住所録はエクセルがおすすめ。 

用紙メーカーソフト：エーワン(ラベル屋さん)、コクヨ(合わせ名人)・・・カード、名札などの印刷向け 

日本郵便(株)：はがきデザインキット・・・年中利用するハガキの活用、ゆうびん ID 

その他：筆まめ、筆ぐるめ、筆王、宛名職人・・・年賀状ソフト、名刺作成等も可能 
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｛日本郵便(株)フリーソフト｝ 

はがきデザインキットの右上部 News 欄で、文字[郵便年賀.jp]をクリックすると出てきます。   

    

             

 

  

 

 

はがきデザインキット 

干支似顔絵作成ツー

はんこ作成ツール 毛筆ツール 

年賀状文例集 
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