メディカルイラストレーション制作
医学・医療・生物学関連デザイン制作
関連システム開発
医療教育支援商品・メディア開発

http://www.saikou-i.co.jp

©SAIKOU

本社：〒189-0001 東京都東村山市秋津町4-27-77

制作室：〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷1-30-11

e-mail：info@saikou-i.co.jp（お問い合わせ）

e-mail：info@saikou-i.co.jp（お問い合わせ）

TEL : 042-397-4019

TEL : 03-6914-0968

FAX : 03-6914-0969

私たちが手がけること
医学・医療に特化した、イラストレーション・デザイン・システム開発などのメディカルコンテンツ制作をおこなっています。
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学習用教材

彩考メディカルイラストレーションの特徴
メディカルイラストレーション専門チームによる制作

メディカルイラスト専門スタッフによる強力な制作体制をとっています。
高品質なイラストを短納期・多量受注することも可能です。

創業
（平成2年）より医学イラストを専門に制作

ごく初期より手描きとコンピュータを併用し、デジタル化された
1万点を越える医学イラスト画像を蓄積しています。

細密な解剖図からマンガ表現まで多彩な表現バリエーション

コンピュータ、鉛筆、色鉛筆、水彩など様々な画材を用いて、最
適な表現手段で制作いたします。
学術的で精緻な表現、単純化デザイン化された表現、マンガ表現
など目的に応じて制作することができます。また、生物イラス
ト、医療・光学機器などの訴求図にも対応いたします。

医師・研究者への直接取材

医学イラストは内容を正確に理解することが不可欠です。
ドクターや研究者などへの直接の取材や連絡を積極的に行い、作
品へ反映します。

豊富な医学資料と医学知識の充実

各種解剖書・医学書、医学CGコンテンツやデータ、人体・解剖
模型、標本写真資料など多数を揃えています。また、大学で医療
系単位を取得など医学知識の充実に努めています。

手術室や解剖室での取材

動物解剖実習

秘密保持や法令順守、著作権の管理を徹底

多くの看護大学等で解剖生理の単位認定
を受けている放送大学の単位を取得

情報管理を徹底し、知り得た医療情報は守秘を原則としていま
す。
全ての作品データを自社開発のデータベースシステムで保管・管

制作内容・表現の種類からみる制作期間・費用の関係
制作内容から

ご依頼いただいた内容やイラストサイズ等により制作にかかる期間が変わります。また内容が専門的なイラストでは、資料の有無に
よってリサーチに時間がかかる場合もあります。それに伴い制作費用も変動します。

密度が高い

A

B

Aより制作期間が短く、費用が低い
C, Dより制作期間が長く、費用が高い

制作期間が長く、費用が高い

内容が専門的
（資料がない）

C

（資料がある）

D

A, Bより制作期間が短く、費用が低い
Dより制作期間が長く、費用が高い

内容が基本的

制作期間が短く、費用が低い

密度が低い

表現の種類から

ご希望の表現方法により制作の行程が変わるため、制作期間や費用も変動します。
モノクロ線画

２色線画

線画イラスト

カラー線画

単純な線やアミで立体感や質感を見
せる表 現です。比 較 的シンプルで
シェーマや説明図等に向いています。

制作期間が短く
費用が低い

モノブラシ

線画ブラシイラスト

線画イラストの輪郭線を残したま
ま、表面に調子を入れてゆるやか
な立体感をもたせた表現です。

２色ブラシ カラーブラシ

ブラシイラスト

立体的で緻密な表現ができ、リア
ルな質感も表現できます。写実的
な描写に向いています。

制作期間が長く
費用が高い

ご依頼の流れ

1

ご質問・ご相談

弊社webサイト（saikou-i.co.jp）のお問い合わせフォームより、必要事項をご記入下さい。
営業日であれば24時間以内にご返信差し上げます。
メール等で以下の資料やご希望の仕様をお送り下さい。
▶原稿（ラフ図、図説）、関連資料、内容の近いイラスト見本
▶使用目的（出版物、投稿論文、WEBページ、システムへの組み込み等）
▶その他ご予算、納期の上限などがございましたらお知らせ下さい。

info@

saiko

u-i.co

.jp

お打合せが必要な場合は直接お伺いすることも可能です。

※現在、ご依頼専用のwebシステムを開発中です。最新の情報はwebサイトをご確認下さい。

2

お見積りをお送りします。ご確認後、正式の依頼を頂戴いたします。
ご注文内容や原稿の確認後、ご納期・お見積りをいたします。
お見積もりをメールでお知らせします。
※3回分までの校正（修正）費用も含まれた料金です。
※予めご請求先名及び所在地をお知らせ下さい。
※納期も同時にお知らせします。

3

制作開始

4

納期の手前で作品の確認をしていただききます。

ご相談時に頂いた資料以外に制作に必要な資料があればお送り下さい。
手術室、研究室などで撮影やスケッチなどの取材が必要な場合も積極的に対応いたします。
一次資料に触れる機会はイラストの品質に大きく影響します。

最終納期よりも手前で、表現方法によってはラフ図段階で確認をお願いいたします。
基本的には弊社サイト（私書箱）よりダウンロードまたはメール添付などでお送りします。
※PDF、JPGデータなどでご確認いただきます。

5

校正（修正）

修正や調整があればお直しして再度お見せいたします。

※元原稿や当初のご依頼内容と大きく違う修正や追加の場合、修正費用が加算される場合があります。

6

最終納品

必要な形式でご納品いたします。
納品方法は以下のとおりです。
▶弊社サイト（私書箱）よりダウンロード
▶メール添付
▶CD、DVDなどに保存して郵送（宅配）

※出力紙をご希望の場合は別途出力費用が必要な場合もあります。
※最終納品イラストには目立たない場所にクレジット表記が入る場合がございます。

7

ご請求書のご送付

最終納品後ご請求書を発行・郵送いたします。60日以内に指定の口座にお振り込み下さい。
使用目的の論文またはその他の媒体が出来ましたら１部お送り下さい。
媒体の性質上不可能な場合はそれに代わるもので結構です。

※媒体とは書籍、冊子、ポスター、CDなどのメディア、WEB、アプリケーションシステム、放送などを指します。

※上記は一般的な流れを記しています。実際の依頼に際してはお問い合わせ下さい。
※予算のご都合があれば事前にお申し出下さい。
※遠方の場合は交通費用・出張費用など別途料金となる場合があります
（直接お打ち合わせに伺う場合）
。

イラストの取り扱い方

論文用イラストについて

●著作権は弊社に帰属します。
●版権の使用権はご依頼者に帰属します。
●出版物の中に「©SAIKOU,Inc.」等クレジットの表記
をお願いいたします。
●他への転載（例えば雑誌Aに用いたイラストを書
籍Bでも使うなど）は再使用料30％となります。

先生ご自身が講義や講演で本件イラストを使用される場合は原則自由です。
再使用の費用が発生するケースは出版物等の商用に使用される場合になりま
すが、通常は出版社が弊社に再使用料を支払うことになります。
出版社にとってもイラスト制作費用の負担も少なくなるので、快諾されるもの
と思います。
弊社と出版社にその旨ご通知いただければ、弊社と出版社との間の取引とな
ります。
また他の論文投稿先にイラストを転載される場合は論文投稿先にご確認くだ
さい。

※著者や監修者による学術的な発表や教育現場での再使用は
無料とさせていただいています。

●納品後作品を無断で改変することはできません。
※改変が必要な場合はご依頼いただくことになります。

但し、必要なトリミングや全体の色・濃度などの調整
、引き出し文字追加などは改変に含まれません。

その他、ご不明な点があればいつでもご相談下さい。可能な限り柔軟に対応
させていただきます。

使用権について
弊社で制作したイラストにおきましては、ご使用は1用途1回限りとさせていただいており、複数回ご使用される場合には再使用料
を頂戴しております。使用頻度や用途によっては、再使用料をお支払いいただくよりもお得になるプランもご用意しております。

一回の制作費を
減らしたい

通常版権取引

一回ごとの使用権をご購入いただき

再使用時には再使用料(制作費の30%)

色々なメディアに
使いたい

版権買取（使用回数制限なし)

ライセンス使用年契約

お支払いいただくことで、お好きなメ

で利用することができます。

制作費+版権買取料(制作費と同額)を

をお支払いいただくことで制作費を抑

ディアに使用回数制限無くご使用いた

メディア内のご使用でも2回以上ご使

は弊社にご依頼いただきます。

えてイラストをご使用出来ます(同一
用の場合は再使用料が発生します)。

版権をレンタルしたい

だけます。ただし、修正が必要な場合

既存イラストのライセンスを年契約
利用範囲などの条件がございますの
で、一度ご相談ください。

DTP制作（医学・医療・その他）

医療系アニメーション制作

医学書やパンフレット、ポスターなどの紙媒体を中心としたグラ

3Dアニメーションからパワーポイントアニメーションなど、

フィックデザインとDTP制作をおこなっています。

カバーデザイン一式（カバー、表1・表4、大扉）

幅広くご対応いたします。詳細はお問い合わせ下さい。

カバーデザイン改訂一式（カバー、表1・表4、大扉）
※改訂版・既存の変更（翻訳本など）

中ページデザイン一式
中ページ制作

Webデザイン制作
ホームページの制作を始め、各種ビジュアルコンテンツの
企画・制作をおこなっています。

システム開発
Web及びLANのデータベースシステム開発をおこなってい
ます。

会社概要
会 社 名：有限会社 彩考
所 在 地：〒189-0001 東京都東村山市秋津町4-27-77（本社） 〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷1-30-11（制作室）
資 本 金：3,000,000円
事 業 内 容：メディカルイラストレーション制作／医学・医療・生物学関連デザイン制作／関連システム開発／医療教育支援商品・メディア開発

本社

制作室

メディカルイラストレーター
代表取締役 佐藤良孝
日本メディカルイラストレーション学会（役員）
The Association of Medical Illustrators（米国）会員
美術解剖学会 会員
日本美術解剖学会 会員

【著作】
月刊アイマガジン
「デジタルイメージのための基礎知識」２年間連載
動く美術解剖図 骨と筋肉がわかる人体ポーズ集
動く美術解剖図２ 体表から構造がわかる人体資料集

沿革

創
業：平成2（1990）年 3月26日業務開始 屋号：彩考 代表者 佐藤良孝
法 人 設 立：平成5（1993）年 3月1日登記（旧名：有限会社 星宿社）
称 号 変 更：平成9（1997）年 1月27日登記 有限会社 彩考
代表者変更：平成9（1997）年 1月27日登記 代表取締役 佐藤良孝
事務所移転：平成15（2003）年 6月1日
東村山市秋津町4-27-77
本 社 移 転：平成18（2006）年 8月4日登記 東村山市秋津町4-27-77
制 作 室：平成28（2016）年 6月4日
豊島区雑司が谷1-30-11（制作機能一部移転）

関連企業

株式会社レーマン（2019年業務提携）

納品実績

（註：直接の取引先以外の納品先も含んでいます。組織のみ記載、順不同）
（註：大学病院は所属ドクターの個人依頼も含まれます。）
（註：主に医学医療関連ですが一部生物学関係も含みます。）

●医科系大学・病院
東京警察病院 東京都立駒込病院 日本医科大学武蔵小杉病院 順天堂大学医学部 (公)横浜市立大学 順天堂大学医学部附属浦安病院 東海大学医学部付属東京病院
(独)国立精神・神経医療研究センター 東京都立多摩総合医療センター 杏林大学医学部附属病院 九州大学大学院 朝霞台中央総合病院 東京大学医学部 京都府立医
科大学病院 自治医科大学附属病院 善衆会病院 日本医科大学千葉北総病院 北海道武蔵女子短期大学 金沢大学がん研究所 京都府立医科大学 静岡赤十字病院外
科 慶應大学医学部 日本足の外科学会 (公財)日本心臓財団 東京農業大学 富山大学 川崎福祉大学 北海道教育大学教育学部釧路校
●出版社・メーカー・その他
(株)メジカルビュー社 (株)メディカルレビュー社 (株)南山堂 (株)文藝春秋 (有)学会事務局 (有)看護の科学社 東京書店(株) (株)メヂカルフレンド社 (株)ぶんか社
(株)セーフマスター 日本ライフライン(株) (株)アサヒ・シーアンドアイ ネクストインク(株) (株)アートフリーク (株)ジャパンフィットネス 明治図書出版(株)
(株)京都科学 (株)医学書院 (株)廣済堂出版 東京リスマチック(株) (有)フジメディカル出版 (株)アビス (株)インターサイエンス社 (株)ベストセラーズ (株)スタジ
オダンク (株)マキノ出版 (株)ショセキ (有)メディア・エース (株)エディポック (株)DNP映像センター (株)マキノ出版 (株)カネカメディックス アートワン (株)
角川マガジンズ (株)CGI バイオメットジャパン(株) (株)日本看護協会出版会 (株)ニューウェイブ (株)メディカ・アド アベイズム(株) (株)ブランドゥコミュニケー
ション メドトロニック・ソファモアダネック(株) (株)プレシーズ 中央法規出版(株) (株)医薬情報センター (株)日本医療企画 (株)マイヘルス社 (株)日本医事新報
社 (株)医道の日本社 (株)インターメディカ (株)アスキー 日本テレビ放送網(株) キヤノンビーエム東京(株) サイエンスプレス(株) (株)デフ 富士フィルム(株)
(株)学研メディカル秀潤社 (株)医療情報電送センター (株)オフィス201 (株)アーテファクトリー (有)OPO (財)馬事文化財団 (株)医学芸術社 アドバンス・クリエ
イト(株) (株)診断と治療社 (株)メディカルチャー (株)中外医学社 ED社 (有)日本クリエイティブセンター 日本放送出版会 サンケイスポーツ (株)らいふ (株)ア
マナ (株)学習研究社 キヤノン販売(株) (株)乃村工藝社 (株)フジカラーサービス (株)主婦と生活社 (株)サン・フレア 青葉図書(株) (株)杏林舍 ナツメ出版企画
(株) (株)インターズー (株)アプライ 実教出版(株) (株)徳間書店 (株)学研パブリッシング (株)小学館クリエイティブ

メディカルイラストレーション総合サイト

M.I.J.

筋肉学習用教材
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メディカルイラストレーションジャパン

http://www.medicalillustration.jp

http://www.medicalillustration.jp/visible/

