
　　デザインマスターガイド

　　簡単使い方マニュアル

デザインマスターを使いこなす方法！
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は じ め に

このマニュアルは、デザインマスターを利用する方のための、

各種機能の使い方の説明マニュアルです。

「デザインマスター・・・本当に使いこなせるのだろうか・・・」

「デザインマスターでちゃんとデザインできるのだろうか・・・」

という方は、まずこのマニュアルを参考にしていただければ幸いです！
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1 . 画 像 作 成

本章では、画像作成について説明します。

画像作成は、素材を使ったり、文字を変えたりと様々な方法で画像をデザインすることができま

す。
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1.1.背景素材を選ぶ

1.1.1.ヘッダー素材を選ぶ

ヘッダー画像を作成する際に活用できます。

「背景」→「ヘッダー素材を選ぶ」→ [素材を選ぶ]のサブウィンドウを開きます。

好きな素材を選んで「ＯＫ」をクリックすると、ヘッダー素材が挿入されます。

1.1.2.バナー素材を選ぶ
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バナー画像を作成する際に活用できます。

「背景」→「バナー素材を選ぶ」→ [素材を選ぶ]のサブウィンドウを開きます。

好きな素材を選んで「ＯＫ」をクリックすると、バナー素材が挿入されます。

1.1.3.ファイルから背景画像を選ぶ
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ファイルから背景画像を挿入することができます。

「背景」→「ファイルを選ぶ」→ [背景]のサブウィンドウを開きます。

「背景ファイルを選択する」をクリックし、ファイルを選んで開きます。

ファイルを選んで、「ＯＫ」をクリックします。

ファイルから取り込んだ背景画像が挿入されます。
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1.1.4.キャンパスサイズを設定する

キャンパスサイズを自由にカスタマイズすることができます。

「背景」→「カスタマイズ作成」→ [背景]のサブウィンドウを開きます。

プルダウンで「カスタマイズ」を選びます。

背景色も選ぶことができます。

「ＯＫ」をクリックすると、カスタマイズした背景が適用されます。

※ヘッダー画像（900×200 ピクセル）、バナー画像（400×300）も

プルダウンで選ぶことができます。
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1.1.5.背景の枠を設定する

背景の枠の太さ、色を設定することができます。

「背景」→「背景の枠」→ [背景の枠]のサブウィンドウを開きます。

背景の枠の太さ、色を設定して「適用」をクリックすると背景の枠が適用されます。
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1.2.画像素材を選ぶ

1.2.1.画像素材を選ぶ

画像素材を挿入することができます。

「画像」→「素材を選ぶ」→ [素材を選ぶ]のサブウィンドウを開きます。

画像素材を選んで、「ＯＫ」をクリックします。
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1.2.2.ファイルから画像を選ぶ

ファイルから画像を選んで、挿入することができます。

「画像」→「ファイルを選ぶ」をクリックします。

ファイルを選んで「開く」をクリックすると、ファイルから画像を挿入することがで

きます。
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1.3.テキスト追加する

1.3.1.テキスト追加

テキストを追加することができます。

「テキスト」ボタンをクリックし、[テキスト追加]のサブウィンドウを開きます。

テキストを入力し、「追加」ボタンをクリックします。

※プルダウンで、フォントや文字の大きさを選ぶことができます。
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1.3.2.文字装飾をする

テキストを追加後、文字装飾をすることができます。

追加したテキストを選択して「文字装飾」をクリックし、[文字装飾の詳細設定]のサ

ブウィンドウを開きます。

■フォント、サイズ、スタイル

■文字の回転と透明度

■シャドー（影）

■アンダーラインの詳細設定

■アウトラインの詳細設定

をプレビューで確認をしながら、設定することができます。
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1.4.図形を追加する

1.4.1.図形を追加する

図形を追加することができます。

「図形」ボタンをクリックし、[図形追加]のサブウィンドウを開きます。

追加したい図形を選んで、「追加」ボタンをクリックします。
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1.5.パーツを追加する

1.5.1.チェックボックスリストを追加する

チェックボックスリストを追加することができます。

「パーツ」→「チェックボックスリスト」→ [チェックボックスリスト]のサブウィン

ドウを開きます。

「行数」はマウスを右へスライドさせて、必要な行数を増やします。

「パターン」はプルダウンで選択できます。

それぞれ設定ができたら、「追加」ボタンをクリックしてチェックボックスリストを

追加します。
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1.5.2.数字リストを追加する

数字リストを追加することができます。

「パーツ」→「数字リスト」→ [チェックボックスリスト]のサブウィンドウを開きま

す。

「行数」はマウスを右へスライドさせて、必要な行数を増やします。

「パターン」はプルダウンで選択できます。

それぞれ設定ができたら、「追加」ボタンをクリックして数字リストを追加します。
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1.6. 3DBox を追加する

1.6.1. 3DBox を追加する

3DBox を追加することができます。

「3DBox」ボタンをクリックし、[3DBox 作成]のサブウィンドウを開きます。

■全体画像の「背景の色」「長さ」「高さ」を直接入力、もしくはクリックで設定す

ることができます。

■3DBox の「長さ」「高さ」と「前面」「後側」「両側」「上側」の色や画像挿入な

どを設定することができます。

■3DBox をマウスをクリックしながら、動かすこともできます。
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1.7.リサイズする

1.7.1.リサイズする

画像を選択して「ホーム」→「リサイズ」→ [リサイズ]のサブウィンドウを開きます。

幅と高さをそれぞれ設定して、「適用」をクリックします。
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1.8.画像を編集する

1.8.1.画像をコピーする

画像を選択して「コピー」ボタンをクリックすると、画像をコピーすることができま

す。

1.8.2.画像を削除する

画像を選択して「削除」ボタンをクリックすると、画像を削除することができます。

1.8.3.画像の表示位置を前へ移動する

画像を選択して「前へ移動」ボタンをクリックすると、選択した画像が前面に表示さ

れます。

20



1.8.4.画像の表示位置を後ろへ移動する

画像を選択して「後へ移動」ボタンをクリックすると、選択した画像がに後面に表示

されます。

1.8.5.画像を透過処理する

画像を選択して「透過処理」ボタンをクリックし、[画像透過処理]のサブウィンドウ

を開きます。
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背景をクリックすると、背景を透過することができます。

「適用」をクリックすると、透過が完了します。
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1.8.6.画像を回転させる

画像を選択して「回転」ボタンをクリックし、回転させたい方向をクリックします。

1.8.7.画像の透明度を調整する

画像を選択して「透明度」ボタンをクリックし、マウスで透明にさせたい値までスラ

イドさせます。
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1.8.8.画像にシャドーをかける

画像を選択して「シャドー」ボタンをクリックし、[画像シャドー]のサブウィンドウ

を開きます。

シャドーをかけたい部分をプルダウンで選択します。
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1.8.9.画像にマスクをかける

画像を選択して「マスク」ボタンをクリックし、[透明度マスク作成]のサブウィンド

ウを開きます。

「透明度マスクの設定」で[方向][始点][終点]をそれぞれ設定することができます。
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2 . ボ タ ン 作 成

本章では、ボタン作成について説明します。

ボタン作成は、素材を使ったり、文字を変えたりしたりと様々な方法でボタンをデザインするこ

とができます。
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2.1.ボタン素材を選ぶ

2.1.1.ボタン素材を選ぶ

「背景」→「素材を選ぶ」→ [素材を選ぶ]のサブウィンドウを開きます。

好きな素材を選んで「ＯＫ」をクリックすると、ボタン素材が挿入されます。
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2.1.2.ファイルから画像を挿入する

「背景」→「ファイルを選ぶ」をクリックします。

フォルダが開くので、ファイルを選択して「開く」をクリックして画像を挿入します。

28



2.1.3.ボタンの背景をカスタマイズする

「背景」→「カスタマイズ作成」→ [カスタマイズ背景]のサブウィンドウを開きます。

「背景の詳細設定」で[長さ]、[高さ]、[アウトライン幅]、[アウトライン色]、[角の

曲線]、[塗りつぶし]をそれぞれ設定し、「ＯＫ」をクリックします。
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2.2.アイコンや文字を非表示にさせる

2.2.1.アイコンや文字を非表示にさせる

「アイコン表示」「文字表示」のチェックをはずすと、それぞれ自由に非表示にする

ことができます。

2.3.ファイルからアイコンを挿入する

2.3.1.ファイルからアイコンを挿入する

「アイコン」→「ファイルを選ぶ」をクリックします。

フォルダが開くので、ファイルを選択して「開く」をクリックしてアイコンを挿入し

ます。
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2.3.2.アイコンの位置を変える

「アイコン」ボタンを横にあるボタンをクリックして、アイコンを位置を変更します。

「左寄せ」「右寄せ」「上寄せ」「下寄せ」「中央」などそれぞれ表示位置を指定で

きます。

マウスカーソルで微妙な位置にも指定できます。
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2.4.ボタンに表示させるテキストを追加する

2.4.1.ボタンに表示させるテキストを追加する

ボタン作成画面で、簡易的に[テキスト][フォント][文字のサイズ]などを設定するこ

とができます。

2.4.2.文字装飾をする

「文字装飾」をクリックし、[文字装飾の詳細設定]のサブウィンドウを開きます。

■フォント、サイズ、スタイル

■文字の回転と透明度

■シャドー（影）

■アンダーラインの詳細設定

■アウトラインの詳細設定

をプレビューで確認をしながら、設定することができます。
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3 . C S S ボ タ ン 作 成

本章では、CSS ボタン作成について説明します。

CSS ボタン作成は、選択していくだけでボタンを作成することができます。

ボタンが作成できたら、CSS で生成することができ、サイトやブログの CSS、HTMLに貼り付け

て使用することができます。

3.1.CSS ボタンを新規作成する

3.1.1.CSS ボタンを新規作成する

「新規」をクリックして、編集を開始します。
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3.1.2.CSS ボタンのスタイルを変更する

CSS3 ボタン作成画面で、パレットのアイコンでスタイルを設定することができます。

3.1.3.CSS ボタンをレイアウトする

「レイアウト」タブをクリックし、マウスカーソルをスライドさせて内側の余白を設

定します。
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3.1.4.CSS ボタンの文字シャドーを設定する

「文字シャドー」タブをクリックし、文字シャドーを設定します。

3.1.5.CSS ボタンのボタンシャドーを設定する

「ボタンシャドー」タブをクリックし、ボタンシャドーを設定します。
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3.1.6.CSS ボタンのボタン縁取りを設定する

「ボタン縁取り」タブをクリックし、ボタン縁取りを設定します。

3.1.7.CSS ボタンのボタンの背景色を設定する

「背景色」タブをクリックし、ボタンの背景色を設定します。
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3.2.CSS ボタンの文字を設定する

3.2.1.CSS ボタンの文字を設定する

CSS3 ボタン作成画面で、[テキスト][フォント][文字のサイズ][文字の色][文字の太

さ]などを設定することができます。

3.3.CSS ボタンを保存して、ブログやサイトに適用する

3.3.1.CSS ボタンを保存して、ブログやサイトに適用する

CSS3 ボタン作成画面で、[保存]ボタンをクリックすると名前を付けて保存すること

ができます。

テキストファイル形式で保存されます。

上の部分は CSS に貼り付け、下の「<a class=～」の部分はボタンを表示させたい場

所（HTML)に貼り付けます。

37



38



4 . C S S 見 出 し 作 成

本章では、CSS 見出し作成について説明します。

CSS 見出し作成は、選択していくだけで見出しを作成することができます。

見出しが作成できたら、CSS で生成することができ、サイトやブログの CSS、HTMLに貼り付け

て使用することができます。

4.1.CSS 見出しを新規作成する

4.1.1.CSS 見出しを新規作成する

「新規」をクリックして、編集を開始します。
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4.1.2.CSS 見出しのスタイルを変更する

「CSS 見出し作成画面」にて、「スタイル」ボタンをクリック後、

編集したいスタイルをプルダウンで選択します。

4.1.3.CSS 見出しをレイアウトする

「レイアウト」タブをクリックし、マウスカーソルをスライドさせて内側の余白を設

定します。
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4.1.4.CSS 見出しの縁取りを設定する

「縁取り」タブをクリックし、「縁取り」・「縁取りの角丸」をそれぞれ設定します。

4.1.5.CSS 見出しの背景を設定する

「背景」タブをクリックし、「背景の詳細」をそれぞれ設定します。

■背景の表示：

背景を表示する場合に「表示する」にチェックを入れます。

■背景　選択する：

背景に色をつける場合は、プルダウンで背景色を選択します。

■背景の繰り返し：

背景の繰り返しをする場合は、プルダウンで背景の繰り返しをするか選択します。
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4.1.6.CSS 見出しのアイコンを設定する

「アイコン」タブをクリックし、「アイコンの詳細設定」をそれぞれ設定します。

■アイコンの表示：

アイコンを表示する場合は、「表示する」にチェックを入れます。

■ファイル：

ファイルからアイコンを選択する場合は「選択する」をクリックし「ファイルを選

ぶ」からアイコンを挿入します。

■上からの距離：

アイコンの位置を上下に移動させることができます。

■左からの距離：

アイコンの位置を左右に移動させることができます。
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4.1.7.CSS 見出しのタイトル文を設定する

【タイトル文】

「タイトル文」タブをクリックし、それぞれ設定します。

【タイトルの文字を設定する】

■「見出しサンプル」と書かれた箇所に見出しに表示させたい文字を入力します。

■プルダウンで「h1～h6」までどの種類の見出しにするかを選択します。
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【文字のスタイル】

■「フォント」：

文字のスタイルを設定します。

■太字：

太字の「表示する」にチェックを入れると、文字が太字になります。

■下線：

下線の「表示する」にチェックを入れると、文字に下線が引かれます。

■文字サイズ：

プルダウンで文字サイズを設定できます。

■文字色：

文字の色を設定できます。
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【文字の影を設定する】

■影の表示：

影の表示の「表示する」にチェックを入れると、文字に影が適用されます。

■影の色：

文字の影の色を設定することができます。

■横方向：

文字を左右に移動することができます。

■縦方向：

文字を上下に移動することができます。

■ぼかし：

文字にぼかしを入れることができます。

■透明度：

文字に透明度を調整することができます。
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【文字の縁取りを設定する】

■左：

左側の縁取りの色と px を設定することができます。

■上：

上の縁取りの色と px を設定することができます。

■右：

右の縁取りの色と px を設定することができます。

■下：

下の縁取りの色と px を設定することができます。

46



【文字の内側の余白を設定する】

■左：

左側の余白を設定することができます。

■上：

上側の余白を設定することができます。

■右：

右側の余白を設定することができます。

■下：

下側の余白を設定することができます。

4.2.CSS 見出しを保存して、ブログやサイトに適用する

4.2.1.CSS 見出しを保存して、ブログやサイトに適用する

CSS3 見出し作成画面で、[保存]ボタンをクリックすると名前を付けて保存をするこ

とができます。
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テキストファイル形式で保存されます。

上の部分は CSS に貼り付け、下の「<div class=～」の部分はボタンを表示させたい

場所（HTML)に貼り付けます。
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5 . C S S テ ー ブ ル 作 成

本章では、CSS テーブル作成について説明します。

CSS テーブル作成は、選択していくだけでテーブルを作成することができます。

テーブルが作成できたら、CSS で生成することができ、サイトやブログの CSS、HTMLに貼り付

けて使用することができます。
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5.1.CSS テーブルを新規作成する

5.1.1.CSS テーブルを新規作成する

「新規」をクリックして、編集を開始します。

5.1.2.CSS テーブルのスタイルを指定する

「CSS テーブル作成画面」にて、「スタイル」ボタンをクリック後、

編集したいスタイルをプルダウンで選択します。
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5.1.3.CSS テーブルのテーブルの詳細設定をする

■列数：

マウスでスライドさせると、列数を変えることができます。

■行数：

マウスでスライドさせると、行数を変えることができます。

■長さ：

数字を入力して、px と％のいずれかでテーブルの長さを調整することができます。

■高さ：

数字を入力して、px と％のいずれかでテーブルの高さを調整することができます。
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5.1.4.CSS テーブルのレイアウトを設定をする

■枠線の表示：

枠線の表示の「表示する」にチェックを入れると、枠線が表示されます。

■枠線の表示方法：

プルダウンで枠線の表示方法を選択します。

■枠線の太さ：

枠線の太さを設定することができます。

■枠線の色：

枠線の色を設定することができます。

■背景の表示：

背景の表示 の「表示する」にチェックを入れると、背景の色が表示されます。

■背景色：

背景の色を設定することができます。
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5.1.5.CSS テーブルの見出しセルの設定をする

【見出しセルの詳細設定】

■見出しセルの設置

見出しセルをプルダウンで設置することができます。

■見出しセル内の余白：

見出しセル内の余白を設定することができます。

■背景の表示：

背景の表示 の「表示する」にチェックを入れると、設定した背景色が適用されます。

■背景色：

選択ボタンをクリックして、背景色を設定することができます。

【セル内の文書】

■水平位置：

見出しセル内の文書の水平位置を設定します。

■垂直位置：

見出しセル内の文書の垂直位置を設定します。

■フォント：

見出しセル内の文書のフォントを設定します。

■文字サイズ：

見出しセル内の文書の文字サイズを設定します。

■文字色：

見出しセル内の文書の文字色を設定します。
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5.1.6.CSS テーブルのセルの設定をする

【セルの詳細設定】

■セル内の余白：

セル内の余白を設定します。

■背景の表示：

背景の表示 の「表示する」にチェックを入れると、設定した背景色が適用されます。

■背景色：

背景色を設定することができます。

【セル内の文書】

■水平位置：

セル内の文書の水平位置を設定します。

■垂直位置：

セル内の文書の垂直位置を設定します。

■フォント：

セル内の文書のフォントを設定します。

■文字サイズ：

セル内の文書の文字サイズを設定します。

■文字色：

セル内の文書の文字色を設定します。
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【セルの結合】

結合したいセルを複数チェックして、[結合]ボタンをクリックすると、セルが結合さ

れます。

セルの結合の解除をしたい場合は、結合したセルのチェックをクリックすると「セル

の結合を解除しますか？」とポップアップが表示されるので、「ＯＫ」をクリックす

るとセルの結合が解除されます。

5.2.CSS テーブルを保存して、ブログやサイトに適用する

5.2.1.CSS テーブルを保存して、ブログやサイトに適用する

CSS3 テーブル作成画面で、[保存]ボタンをクリックすると名前を付けて保存するこ

とができます。
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テキストファイル形式で保存されます。

上の部分は CSS の下部に貼り付け、下の「<table class=～」の部分はボタンを表示

させたい場所（HTML)に貼り付けます。
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6 . C S S チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス 作 成

本章では、CSS チェックボックス作成について説明します。

CSS チェックボックス作成は、選択していくだけでチェックボックスを作成することができます。

チェックボックスが作成できたら、CSS で生成することができ、サイトやブログの CSS、HTML

に貼り付けて使用することができます。
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6.1.CSS チェックボックスを新規作成する

6.1.1.CSS チェックボックスを新規作成する

「新規」をクリックして、編集を開始します。

6.1.2.CSS チェックボックスのスタイルを指定する

「CSS チェックボックス作成画面」にて、「スタイル」ボタンをクリック後、

編集したいスタイルをプルダウンで選択します。
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6.1.3.CSS チェックボックスの行数を指定する

「CSS チェックボックス作成画面」にて、「行数」をクリックして、

変更することができます。

6.2.CSS チェックボックスを保存する

6.2.1.CSS チェックボックスを保存

CSS3 チェックボックス作成画面で、[保存]ボタンをクリックすると名前を付けて保

存することができます。

CSS チェックボックスは、png形式の画像とテキスト形式のファイルで保存されます。
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6.3.CSS チェックボックスをブログやサイトに適用する

6.3.1.CSS チェックボックスをブログやサイトに適用する

CSS チェックボックスのチェックのアイコンは png形式の画像で保存されるので、

ブログやサイトに適用する際は生成された画像をアップロードする必要があります。

アップロードした画像のURLを赤枠部分に貼り付けます。
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赤枠部分を CSS の下部に貼り付け、青枠部分を適用したいHTML部分にに貼り付けま

す。

【デザインマスターで生成されたＣＳＳに関して】

※ブログやサイトで元々適用されているＣＳＳによっては、

デザインマスターで生成されたＣＳＳを貼り付けても適用されない

場合がございます。

元々適用されているＣＳＳがデザインマスターで生成されたＣＳＳを効かなくしてい

る可能性がございます。

適用されなかった際は個別で調整していただきますようお願いいたします。
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