依頼から納品までの流れ
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1. お申込み

2. お打合せ

3. デザイン

オフィシャルページの応募フォームか
ら、CHANG PONG のお申込みを行って
いただきます。

お申込み後、弊社担当者よりサイト制
作に関するヒアリング連絡を致しま
す。ご要望確認後、ご依頼受付完了と
なります。

デザインフォーマットを弊社から送付
いたします。
本誌手順に沿ってオリジナルデザイン
のデータをご作成ください。
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4. デザインチェック

5. 仕上がりチェック

6. 納品 / 公開

お客様にご作成いただいたデータファ
イルを弊社にてチェックを行います。
無事チェックが完了した場合、弊社にて
システムと連結を行います。

実際に稼働するサイトをお客様にて
チェックしていただきます。
本納品前の最終チェック工程です。

管理画面やメールアドレスなど、必要
な情報をお客様にお渡しして、全ての
工程が終了します。

フォーマットについて
フォーマットは、実際にデザインしていただく
【 PSDフォーマット】と、最終的に書き出される画像を一覧で
まとめた【 Excelフォーマット】がセットになっています。
トップページは選択式。年齢認証用とスマートフォン( スマホ )用フォーマットは固定となっています。

PSDフォーマット
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シートにて各レイアウト用の画像リストをまとめています。
フォーマット通りに作成した場合、PhotoShop のアセット機能で画像リストを全て
書き出しできます。
1

フォーマット操作手順

コンテンツや用語の説明

PSDフォーマットに設定されている、各パーツ部分の制作手順をご紹介します。

ホームページを構成する主要パーツのご紹介と、説明中に出てくる WEB 特有の用語のご紹介をいたしま
す。

デザインするレイアウトを選ぶ

主要パーツ名

フォーマットグループから、作成するレイアウトの PSDデータを選び、開いてください。
レイアウト1.psd…横幅 980px、標準レイアウト。

※1

ヘッダー

レイアウト2.psd…横幅 980px、メニューが縦に並ぶレイアウト。

ヘッダーメニュー

レイアウト3.psd…横幅 1280px、幅広レイアウト。
index.psd…年齢認証用レイアウト。全てのレイアウトで共通。

画像スライダー

sp.psd…スマートフォン版レイアウト。全てのレイアウトで共通。
logo̲link̲favicon.psd…ロゴ・リンクバナー・ファビコン用フォーマット。

ヘッダー背景

サブタイトル

タイトル

レイヤーグループから作業箇所を選択する
ピックアップ女性

開いた PSDファイルの中身には、多数のレイヤーグループが設置されています。
作成するパーツを選択し、構築してください。

ボタン

この時、既存のレイヤーグループ内にデザインを作成すると、その後の作業がスムーズ
になります。

女性アイコン

※2

※必要なパーツのレイヤーグループにはマスク処理とグループ名が設定されています。

ランキングアイコン

フッター上背景

パーツデザインが終わったら

テーブルカテゴリ

パーツ作成に利用した全てのレイヤーを、1 つのグループにしてください。
その後、１つにしたグループに【 パーツ名 】と、既定サイズでの【 マスク】を設定して

※1

サブナビ

ください。
設定に必要な情報は、エクセルファイルにまとめていますので、そちらを参照してく
ださい。
※

エクセルファイルに関しては 5 ページに記載がありますので、そちらを参照してください。

※

上記【 レイヤーグループから作業箇所を選択する 】でレイヤーグループ内にデザインを作成した場合
は、この工程は必要ありません。

フッターメニュー

フッター

テーブルTH

デザインが終わったら
エクセルファイルと PSDファイルを比較し、作業漏れや設定漏れが無いか確認します。
・必要なパーツのデザインは終わっているか。
・パーツには適切なサイズでマスクが掛けられているか。
・グループレイヤーには適切な名前が割り振られているか。
PhotoShopCC以上であれば、アセット機能で書き出された画像を比べる事で簡略化
が可能なので、オススメです。
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テーブルTD

※1

レイアウト 2 の場合、ページの左側に縦に配置されます。

※2

アイコンには、
【 新人アイコン 【
】 本日出勤アイコン 【
】 タイプアイコン 】の 3 種類があります。

用語の説明
トップページ

年齢認証の次に表示される、サイトの軸となるページです。

下層ページ

年齢認証、メインページ以外のページの総称です。

エクセルシートについて
PSDフォーマットとセットになっているエクセルシートには、適切に画像を書き出す為の細かな情報が記載さ
れています。

メニュー

各ページへのリンクを並べたものです。

書き出す画像名、拡張子、サイズの情報

サイト上部のものをヘッダーメニュー。下部のものをフッターメニューと呼びます。

Hover対象

Hover画像

ボタンにマウスカーソルが乗った時に切り替えるボタン画像です。

デッドリンク画像

ボタンのリンク先が無い、もしくは設定しない場合に表示されるボタン画像です。

メインコンテンツ

ピックアップ女性や、新着情報、女性一覧などのコンテンツを囲う、白地か黒地の枠です。

CSS

Dead対象

画像以外のデザイン情報が入ったファイル。
レイアウトや色、文字の大きさの設定等が含まれます。

サブタイトル

下層ページの、中規模コンテンツのタイトル部分にテーブル見出しと同様の配色を行います。

テーブルカテゴリ

表組みのタイトル部分 ( 表頭 ) です。

テーブルTH

表組みの項目名の部分 (表側 )です。
フォーマットの種類別にシートを分割

テーブル TD

表組みの内容の部分 ( 表体 )です。

枠で囲っている部分は重要な部分です。
ファビコン

サイトのシンボルマーク・イメージとして配置する、お気に入りアイコンです。

リンクバナー

サイト間で相互的にリンクする際に使用するバナーです。

特に【 レイヤー名 【
】 画像拡張子 【
】 画像サイズ 】は、書き出される画像情報に影響する為、納品前に
入念に確認お願いいたします。

各情報の説明
データ名

PSDフォーマットの名前です。

レイヤーグループ名

データ整理用の一番大きなレイヤーグループ名で、書き出し用ではありません。

分類

画像の利用用途です。

レイヤー名

画像化した際のファイル名。拡張子も含んだものをレイヤー名に割り当ててください。

画像拡張子

書き出される画像の拡張子です。

画像サイズ

書き出される画像のサイズ。このサイズでグループレイヤーにマスクを掛けて下さい。

補足

画像に関する概要や補足情報を記載。
注意する部分は赤色で記載されています。
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サイト全体のベースデザイン
PSDフォーマットに設定されている、各パーツ部分の制作手順をご紹介します。

メインコンテンツの背景色は白か黒か、どちらか選択できます
ページ上部のデザイン

ヘッダーを含むページ上部全体のデザイン
CHANG PONG は、ページ上部のデザインを全て 1枚の背景イメージにまとめています。
干渉するコンテンツは、
【 サイト背景 【
】 ヘッダー背景 【
】 ヘッダーメニュー 【
】 画像スライダー背景 】です。
背景パターンを利用する場合は「 背景パターン作成時の注意点 」
を参考にしてください。

1. 背景イメージを敷きます

フォーマットからデザインを起こす

2. 敷いた背景イメージの上に、

3. デザインによっては、背景に

ヘッダーと、スライダーの背景を追加し

ヘッダーメニューのデザインを埋め込

ます

む場合もあります

4. 1〜3で使用したレイヤー全てをグループ化し、

5. 上記の画像が実際に使用される画像になります

エクセルシートで記載されたサイズでマスク、
グループ名を指定のものに書きかえます

POINT

4の作業は全ての工程で必ず発生する作業です。
忘れやすい工程なので、作業の際は注意してください。
背景パターン作成時の注意点
背景パターンの最大サイズは
【 1980px×1200px 】
です。
配置は
【 中央寄せ 【
】 ページ上部から 【
】 縦の繰り返し 】
で設定されています。

「 ヘッダーを含むページ上部全体のデザイン 」
で作成したサイト上部の画像の切れ目と、連続した
背景パターンが上手く繋がるようにデザインしてください。
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ヘッダーメニュー
ヘッダーメニューの作成

ボタンのデザインについて
Hover 対象

文字色変更

ボタン

メニューのデザインは [ nav ]と書かれているグループの中に小分けにして格納されています。

各ボタンのデザイン

背景デザインと組み合わせる事で、様々な表現が可能な部分です。
※Hover対象については、9 ページ【 マウスカーソルがボタンに重なった際に切換わる画像を作る】で

Hover 対象

Dead 対象

文字色変更

ボタンは、
【L【
】M【
】 S 】の3 種類の長さがあります。

ご説明します。

どれか一つのサイズを作成し、コピーしてから既定サイズに長さを合わせるのがオススメです。
ボタンに乗るテキスト部分の文字色は変更可能です。
1

2

3

4

1. 例では 7ページ「 ヘッダーを含むページ上部全体のデザイン 」で作ったメニューデザインから、ヘッダーメニューのデザイン
を作成します。
1. ボタン部分の背景にデザインを行います。例は【 L 】サイズのボタンデザインです。
2. 予めグループレイヤー内に配置されている、シェイプレイヤーを参考にベースの色を敷き、角を丸めています。
3. 例では、ボタンに装飾を施し質感を向上させています。
4. ハイライトを付け、ボタンと認識しやすくして完成。
1px

1px

2.[ gnav ] の背景には予め灰色のボックスが敷かれているので、各ブロックの両端に1px のラインを作り、置き換えていきます。

マウスカーソルがボタンに重なった際に切換わる画像を作る
マウスカーソルがボタンに重なった際に切換わる画像を【 Hover 画像 】といいます。
ここでは、Hover 画像の作成方法をご説明します。
【 ページ共通のボタン 】や【 TOPへ戻る 】
など、ボタンアクションが必要な部分に対して画像を作成し
ます。グループレイヤー名には拡張子の前に[ ̲on ]を追加してください。
基本となるヘッダーメニューを元に、別パターンの画像を作成します。

3. 全て置き換え終わったら、テキストのカラーを調整し、メニューの作成は完了です。
※テキストデータは画像として出力されません。

1.[ nav ]フォルダをコピー
2. 調整レイヤーで色相や明るさを変更
3. エクセルシートを参考に、ボタンのグループレイヤーの名称変更

下層ページに関しての注意点

以上の手順が簡単でオススメです。

トップページの背景デザインをそのまま下層ページに表示する仕組みになっています。
大きな違いは
トップページ
下層ページ

画像スライダーが表示される

デッドリンク画像を作る

画像スライダーが表示されない

ボタンにはHover画像のほかに、リンクが機能しない部分に使用するデッドリンク画像の作成が必要で
す。作成方法は、Hover 画像と同様に調整レイヤーで行うと簡単です。

※

下層ページでは画像スライダーが無い為、メインコンテンツが上に上がります。
その影響で、デザインによっては表示がおかしくなる事があります。

既存のボタンデザインをコピーしてから、調整レイヤーを

デザインを行う際には、注意してください。

追加してください。

※

グループレイヤー名には拡張子の前に[ ̲ded ]を追加し

メインコンテンツの説明は 4ページ【 用語の説明 】を参照してください。

てください。
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その他パーツ

年齢認証デザイン

その他デザインが必要な個所の一覧は以下になります。
※各パーツの説明は4 ページ参照

ピックアップ女性

年齢認証ページのデザイン可能部分をご説明します。

文字色変更

メインビジュアル

トップページ左上にある
【 ピックアップ女性 】の背景デザインです。デザインの際に、タイトル表記部分も画像として取り込んで
ください。

背景デザイン

女性名と3サイズの文字色は変更可能です。

トップページとの大きな違いは、メインコンテンツの背景が透明であることです。

タイトル

透明な為、背景パターンと組み合わせることでトップページよりも様々な表現が可能になっています。

文字色変更

画面の中央部分に
【 ロゴ 【
】 18 歳未満の注意事項 【
】 入室ボタン 【
】 退室ボタン 】が配置されますので、デザインの際には注意

タイトルは【 L 【
】 M1 【
】 M2 【
】 S 】の4 種類の長さがあります。一つのサイズを作成し、コピー後に長さを調整するのが

してください。

オススメです。
テキスト部分の文字色は変更可能です。

背景パターン

女性アイコン

文字色変更

背景パターンの最大サイズは
【 1980px×1200px 】です。

女性情報を彩るアイコン部分でデザインできる部分は
【 新人アイコン 【
】 出勤アイコン 【
】 タイプアイコン 】の3 種類と、

配置は【 中央寄せ 【
】 ページ上部から 【
】 縦の繰り返し 】
で設定されています。

ランキングに登録された際に表示される、【 1位アイコン 【
】 2 位アイコン 】
【 3位アイコン 【
】 4 位以下アイコン 】を追加した、
計 7 種類です。

「 背景デザイン 」で作成したサイト上部の画像の切れ目と、連続した背景パターンが上手く繋がるようにデザインしてください。

テキスト部分の文字色は変更可能です。

ランキング

フッター

文字色変更

ランキングでデザイン出来る部分は、1 〜 3 位と、4 位以下の計 4 種類です。

※

トップページ用のフォーマットで作成したフッター画像が表示されます。

順位別に文字色を設定する事ができますが、4 位以下は全て同じ背景、同じ文字色になります。

※フッターについての説明は、10ページ参照。

サブナビ

Hover対象

文字色変更

全ページの下部に表示されるナビゲーションボタンです。4 つ全てに個別のデザインを当てられるようになっておりますので、

ボタン

メルマガやお問合せなど、用途によってデザインを変える事も可能です。
テキスト部分の文字色は変更可能です。

入室ボタン
フッター

Hover 対象

メインページにリンクするボタンの作成を行います。制作時の注意点は下記 1 点です。

文字色変更

【 画像にテキストを含めて作成】
入室ボタンのみ、他のボタン作成とのルールが違いますので作成の際には注意してください。

フッター部分のデザインです。大きな画像 1 枚でカバーする形になっている為、フッターに影響するデザインを行う場合は、
フッターの枠内で行ってください。
この画像は、そのまま年齢認証にも利用される為、フッター背景のデザインと連結する場合、ご注意ください。
リンク部分の文字色は変更可能です。

退室ボタン

Hover 対象

文字色変更

退室用のボタンの作成を行います。

ページ TOPへ戻るボタン

Hover対象

こちらは、【 画像にテキストを含めずに作成】です。

文字色変更

テキスト部分の文字色は変更可能です。

ページ TOPへスクロールする為のボタンです。
テキスト部分の文字色は変更可能です。

フッター上背景
ページ下部に下付きで背景デザインを設置する事ができます。
フッターの上部。メインコンテンツの裏側のデザインです。【 中央寄せ 】になります。
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スマートフォン版デザイン

文字色の設定ができる箇所一覧

スマートフォン版のデザイン可能部分をご説明します。

文字色を設定

スマートフォン版は配色のみで表現するデザインが大半の為、画像が適用できる部分は限定的になってい
ます。

トップページ
画像デザイン

サイト背景
サイト全体に敷き詰められる背景パターンです。
下の「 配色デザイン 」で設定する、基本の文字色に近い色を使用しないように注意してください。

コンテンツ背景

基本文字

各タイトル文字

電話番号 / 営業時間

ヘッダーメニュー文字

ピックアップ女性名

ボタン文字

リンク無しボタン文字

新人アイコン文字

本日出勤アイコン文字

ランキングアイコン 1〜 4 位文字

一覧系女性名

タイプアイコン文字

ランキング 1〜 4 位文字

テーブルタイトル文字

テーブルTH 文字

テーブル TD 文字

サブナビ文字

ページ TOPへ戻るボタン文字

フッター文字

新着記事や、女性データの背景に敷き詰められる背景パターンです。
表示領域上、サイトのイメージを一番左右する部分になっています。
こちらの同様に、基本の文字色と被らないように注意してください。

タイトル

年齢認証

文字色変更

注意書き文字

退室ボタン文字

こちらの扱いはトップページで作成したタイトルと同様です。

スマートフォン版

ヘッダー背景
ヘッダーのロゴ部分の背景に敷かれる画像イメージです。
ロゴ込みでデザインを行い、後にロゴを消去するのがイメージを付けやすく、オススメです。

配色デザイン

メニュー

文字色変更

常に表示されているため、視認性の高い配色を行うようにしてください。

文字色変更

こちらの扱いはトップページで作成した女性アイコンと同様です。

ランキング

ヘッダーメニュー文字

電話番号 / 営業時間

各タイトル文字

一覧系女性名

新人アイコン文字

本日出勤アイコン文字

ランキングアイコン 1〜 4 位文字

タイプアイコン文字

ボタン文字

スクロールしても常に上に配置されるメニューのアイコンと背景です。

女性アイコン

基本文字

文字色変更

こちらの扱いはトップページで作成したランキングと同様です。

電話番号 / 営業時間 背景

文字色変更

電話番号 / 営業時間の背景色です。
ロゴの背景等の下に配色されるため、ロゴとの区切りとして配色するのがオススメです。
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リンクバナーの作成

ロゴ･リンクバナー･ファビコンデザイン
CHANG PONG 用の、ロゴとリンクバナーの制作手順をご紹介します。
フォーマットについては下記の通りです。
logo̲link̲favicon.psd…ロゴ・リンクバナー・ファビコンが一つになったフォーマット

1. link/linkBnr̲̲468x60.gif グループを

2. 開いたスマートオブジェクト内で、

3. スマートオブジェクトを保存して、

開き、中にあるスマートオブジェク

リンクバナーの背景画像を作成しま

logo̲link̲favicon.psd に戻ると、先ほど作

ト [cmn̲bg̲body] をダブルクリック

す。年齢認証やメインページのカン

成したリンクバナーの背景画像が各グルー

します。

プ制作時に出来た背景を設置するの

プのスマートオブジェクトに反映されま

がオススメです。

す。

また、制作時の注意点は下記 1 点です。

これでリンクバナーの作成は完了です。

・背景は透明にする

ファビコンの作成
ロゴの作成

※ファビコンについての説明は、16 ページ参照。

1. favicon̲260x260.png グループを
1. logo̲link̲favicon.psd を開きます。

2. PC/index̲logo.png グループを開き、

3. 開いたスマートオブジェクト内で、

開き、中にあるスマートオブジェク

レイヤーはこのような構成になってい

中にあるスマートオブジェクトをダブ

ロゴを作成します。

ト [favicon] をダブルクリックしま

ます。

ルクリックします。

4. スマートオブジェクトを保存して、

5. 次に、MP/header̲logo.jpg グルー

6. 開いたスマートオブジェクト内で、

logo̲link̲favicon.psd に戻ると、先ほ

プを開き、中にあるスマートオブジェ

モバイル版ロゴの背景画像を作成しま

ど作成したロゴが各グループのスマー

クト [cmn̲bg̲logo̲sp] をダブルク

す。12 ページ中部 [ ヘッダー背景 ] で

トオブジェクトに反映されます。

リックします。

作成した背景画像を配置するのがオス

す。

スメです。

7. スマートオブジェクトを保存して、

8. 最後に、レイヤー [ 画像作成範囲 ]

logo̲link̲favicon.psd に戻ると、先ほ

を非表示にして保存します。

ど作成した背景画像が反映されます。

これでロゴの作成は完了です。
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2. 開いたスマートオブジェクト内で、

3. スマートオブジェクトを保存して、

ファビコンを作成します。

logo̲link̲favicon.psd に戻ると、先ほど作

ロゴ制作時に出来たアイコン等を配

成したファビコンが反映されます。

置するのがオススメです。

これでファビコンの作成は完了です。

設定が完了したら、サイト下部の、[ Favicon Generator Options ] と書かれたタイトルの項目にある

ファビコンの作成

と書かれたテキストをクリックして、入力フォームに [ icon ] と入力し、
と書かれたボタンをクリックします。

ファビコンとは、ブラウザのタブやお気に入りへの登録の際に表示される小さなアイコンのことです。
ロゴマーク等を使用して、そのサイトだと分かるようにデザインされているのが一般的です。
このテキストをクリックして、
icon と入力する

ファビコン
このボタンを押す

ベースとなるアイコンをデザインする
ロゴを制作時に使用したロゴマーク等を使用し、縮小してもそのサイトだと分かるアイコンをデザインします。

その後、先ほど設定したアイコンをダウンロードできるページに切り替わります。
と書かれたボタンをクリックするとアイコンをまとめたフォルダをダウンロードして完了です。

※ベースとなるファビコンの作成については 15 ページ参照。

外部サービスを利用して、ファビコンを制作する
※

Real Favicon Generator.net

というサービスを利用してファビコンを制作します。

先ほど作成したアイコンを、サイト中部

と書かれたボタンをクリックして、アップロードします。
このボタンを押す

このボタンを押す

その後、アップロードが完了したら各端末での表示を調整する画面に切り替わります。
と書かれたテキストをクリックすると、アイコンの背景色と
アイコンのサイズ変更が可能となります。

背景色・アイコンのサイズが変更可能となる

※

URL:

http://realfavicongenerator.net/
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対象ソフト、注意事項
フォーマット対象ソフト
現在対応しているフォーマットは以下です。

PhotoShop
CS5.5

PhotoShop
CS6

PhotoShop
CC

PhotoShopCC のアセット機能を使う為、制作には CCの使用を推奨しています。

注意事項
仕様上、特に注意する事は以下です。
アセット機能のバグで、調整レイヤーにレイヤーマスクを掛けると、
【 調整レイヤー以下 】+【 レイヤーマスク 】のエリア内全
ての要素に影響が出ます。調整レイヤーは必ずクリッピングマスクを掛けるようにしてください。
自動書き出しの際、空の部分を断ち落として書き出す仕様の為、デザイン要素が足りない場合は指定サイズより小さく、ドロッ
プシャドウ等ではみ出した場合は指定サイズより大きく書き出されます。
差し戻しの原因になりますので、書き出す画像をまとめ、レイヤーマスクで覆っていただけると正規のサイズで書き出されま
す。
書き出される画像は、レイヤー名及びグループ名の内容に準拠します。足りない場合はエクセルシートと照らし合わせ追加。
重複する場合は、不必要なレイヤー /グループは削除するようにしてください。
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