
1-1.ログインについて

プリントの注文がWEBで簡単にできる !トムス マーキング ドットコム  使用方法のご案内

https://tomsmarking.com/

▶TOMS WEAR.comのアカウントを持ちの方は、上記よりメールアドレスと
　パスワードを入力し、次の画面へとお進みください。

▶本サービスは、TOMS MARKING.comにご登録いただいたお客様がご利用できるサービスです。
※TOMS WEAR.com（無地販売サイト）のアカウントをお持ちの方は、今すぐご利用可能です。
　アカウントをお持ちでない方は、セールスサポート、もしくは担当営業までお問い合わせください。

①  ログイン方法
②  お見積りのご利用方法
③  ご注文方法
    - インクジェット編 -
    - シルクプリント編 -
④  追加のご注文方法
⑤  デザインデータ作成の注意点
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コチラ⬆からアクセスしてください

①ログイン方法



2-1.注文したい商品を選択

2-2. カラーとサイズの選択

※

トムス株式会社

トムス株式会社

2-3.ショッピングカート

2-4.見積情報の入力

トムス株式会社

トム 株式会社

W10×H10

トム

▶トップページから注文したい商品を選択いただくと、対象商品が一覧表示
　されます。
※ご使用される商品が決まっている場合は、右上の検索よりお探しいただくと
　検索がスムーズです。

▶注文したい商品を選択いただき、「見積作成」ボタンをクリックして見積作成
　画面を開きます。

▶注文したいカラーを決定後、ご希望のサイズを選択しカートへ入れます。

▶右上の「カート」またはカートへ投入時に表示される「※カートを見る」ボタン
　クリックして次の画面にお進みください。

▶加工方法とプリントの内容を選択してください。
　複数箇所へのプリントをご希望の場合は、該当箇所全てに入力してください。
　シルクプリントの追加注文の場合は「追加注文」のチェックボックスへチェックを
　入れてください。

▶カートに入れた商品の「数量」を選択いただき「見積作成」ボタンをクリックして
　次の画面にお進みください。　

▶プリントカラー変更をご希望の場合は「あり」にチェックを入れていただき配色1
　へ枚数の入力をしてください。配色2は自動で入力されます。

②お見積りのご利用方法

▶テキスト表示を「画像一覧」にする事で画像表示ありの一覧に変更可能です。 　

トムス株式会社

トムス株式会社

トムス株式会社
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2-5.見積情報の入力内容確認

山田太郎

yamada-t@example

2-6.見積受付完了

TOMS

トムス株式会社 トムス株式会社

▶案件ご担当者様情報を入力しておくことで、今回作成した見積情報をご依頼主様
　以外にもメールで通知することができます。

▶各項目の入力が完了しましたら「入力内容を確認する」をクリックして次の
　画面へとお進みください。

▶その他は「柄名」と「備考」の入力ができます。
　柄名：手順7にて見積履歴一覧で注文番号の他に柄名の表示が可能です。

▶見積情報確認画面にて、見積内容をご確認ください。

▶見積を確定する場合は「見積作成」ボタンをクリックしてください。
▶これにて見積は完了です。「見積書ダウンロード」ボタンをクリックするとPDF
    ファイルがダウンロードできます。

▶インクジェット、シルクプリントが対応可能な商品を選択した場合は比較見積
　が表示されます。



2-7.見積履歴

トムス株式会社

トムス株式会社

TOMS

▶過去に作成した見積を確認したい場合は「見積履歴」をクリックして次の画面
 　へとお進みください。

▶見積履歴一覧画面にて、過去の見積履歴がご確認いただけます。
　過去の見積を再度、ダウンロードすることが可能です。

※手順2-4にて柄名を入れておくことにより、柄名を表示させる事も可能です。



トムス株式会社

▶「アップロード」ボタンをクリックし、登録したいデザインデータを選択します。
※デザインデータは、印刷したいカラーで作成してください。

▶加工方法がインクジェットになっている事をご確認ください。

▶デザインデータのプレビューが表示されますので、デザインデータの四隅を
　決めて「決定」ボタンをクリックします。

▶四隅の○をドラッグすることで、デザインデータの四隅を変更することが
　できます。

▶背景の透明レベルが複数表示されます。
※左上がデフォルト表示となり、以降は背景色が段階的に透過されています。

▶最適な透過パターンを選択し、次の画面へ進みます。
　

▶デザイン登録画面で商品カラーとプリントエリアを決定します。
　画面右側のメニューから、商品カラーとプリントエリアを選択します。

▶プリントエリアを選択すると「アップロード」ボタンが表示されます。

③ご注文方法　-インクジェット編-

▶2-1同様、テキスト表示を「画像一覧」にする事で画像表示ありの一覧に変更
　可能です。

3-1.注文したい商品を選択

3-3.デザインデータのアップロード

3-2.商品カラーとプリントエリアの選択

トムス株式会社

▶トップページから注文したい商品カテゴリを選択いただくと、対象商品が一覧
　表示されます。
※ご使用される商品が決まっている場合は、右上の検索よりお探しいただくと
　検索がスムーズです。

▶注文したい商品を選択いただき、「見積作成」ボタンをクリックして見積作成
　画面を開きます。



▶ショッピングカート画面にて、選択済みの商品や金額をご確認いただけます。
　ご注文手続きへお進みの場合は「ご注文手続きへ進む」ボタンをクリック
　してください。

※「デザインを変更する」ボタン：再度手順3-3より変更可能です。
※「数量を変更する」ボタン：手順3-5の購入数量選択画面に戻ります。
※「デザインを確認する」ボタン：デザイン画面にてデザインを確認可能です。

▶デザイン画面が再び表示され、画面左側にデザインシミューレションが表示
　されます。

▶内容を確認し「プリント内容を確定」ボタンをクリックして加工内容を確定します。

※複数箇所にプリントする場合は、3-2~3-3を繰り返し行ってください。

※「画像出力（カメラマーク）」をクリックすると、作成したデザインイメージの
　png ファイルをダウンロードすることができます。

▶購入数量選択画面にて、購入したいサイズにチェックを入れて、必要な数量を
　選択してください。

▶購入したいサイズと必要な数量が確定した「カートに入れる」ボタンをクリック
　して次の画面にお進みください。

てしクッリクをンタボ」るす更変をンイザデ「、は合場るす更変をンイザデ※
　再度手順3-3より変更してください。

3-1順手度再、てしクッリクをンタボ」る戻へ覧一品商「、は合場るす更変を品商※
　よりお進みください。

▶ご注文情報入力画面にて、出荷主・送付先・配送希望日などの各情報を
　入力してください。

▶たたみ袋入れの依頼もこちらの画面にて選択可能です。

3-4.デザインイメージの確認と加工内容の確定 3-6.ショッピングカート

3-7.ご注文情報の入力

3-5.選択済み商品のご希望サイズ及び数量を選択
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▶発注担当者情報を入力しておくことで、今回の注文情報をご依頼主様以外にも

▶各項目の入力が完了しましたら「入力内容を確認する」ボタンをクリックして
　次の画面へお進みください。

　メールで通知する事ができます。

▶ご注文情報確認画面にて、ご注文内容をご確認ください。
。いさだくてしクッリクをンタボ」るす文注「、は合場るす定確を文注ご　

▶これにてご注文は完了です。弊社より商品在庫と納期の確認後、ご請求金額
　と共に注文確定メールを送信いたします。

3-8.ご注文情報の入力内容確認

3-9.ご注文完了

トムス株式会社



▶プリントサイズの指示は「おまかせ」と「ご指定」と選択できます。
おまかせ：当社が推奨するバランスでプリントします。
ご指定　：プリントサイズをご確認の上、デザインサイズの長辺を入力して
　　　　　ください。

PNATONE185へ色変更した場合

▶データ作成時にご指定した色、または近似色へ自動で置換されます。
　色味に問題がなければ「決定」ボタンをクリックします。

▶色変更をしたい場合は「検索フィールド」へご指定の色番号を入力し「検索」
　ボタンをクリックして色変更を行ってください。

▶「アップロード」ボタンを押し、登録したいデザインデータを選択します。

▶加工方法がシルクプリントになっている事をご確認ください。

③ご注文方法　-シルクプリント編-

トムス株式会社

▶トップページから注文したい商品カテゴリを選択いただくと、対象商品が一覧
　表示されます。
※ご使用される商品が決まっている場合は、右上の検索よりお探しいただく
　と早く検索が可能です。

▶注文したい商品をご選択いただき「シルクプリント」をクリックして登録画面
　を開きます。「インクジェット」同様「画像一覧」より表示変更が可能です。

3-10.注文したい商品を選択

3-11.デザインデータのアップロード

3-12.プリントサイズの指定

3-13.デザインイメージの確認と加工内容の確定

トムス株式会社

▶デザイン画面が再び表示され、画面左側にデザインシミューレションが表示
　されます。
▶内容を確認して「プリント内容確定」ボタンをクリックして加工内容を確定します。
※複数箇所にプリントする場合は、3-11~3-12を繰り返し行ってください。

▶デザインデータのプレビューが表示されますので、デザインデータの四隅を
　決めて「決定」ボタンをクリックします。

▶四隅の○をドラッグすることで、デザインデータの四隅を変更することが
　できます。



▶購入数量選択画面にて、購入したいサイズにチェックを入れて、必要な数量を
　選択してください。

てしクッリクをンタボ」るす更変をンイザデ「、は合場るす更変をンイザデ※
　再度手順3-11より変更してください。

3-10順手度再、てしクッリクをンタボ」る戻へ覧一品商「、は合場るす更変を品商※
　よりお進みください。

3-14.選択済み商品のご希望サイズ及び数量を選択

▶ご注文情報入力画面にて、出荷主・送付先・配送希望日などの各情報を入力
　してください。

▶たたみ袋入れのご依頼もこちらの画面にて選択可能です。

3-15.ご注文情報の入力

▶発注担当者情報を入力しておくことで、今回の注文情報をご依頼主様以外にも

▶各項目の入力が完了しましたら「入力内容を確認する」ボタンをクリックして
　次の画面へお進みください。

　メールで通知する事ができます。

▶ご注文情報確認画面にて、ご注文内容をご確認ください。
。いさだくてしクッリクをンタボ」るす文注「、は合場るす定確を文注ご

3-16.ご注文情報の入力内容確認

3-17.ご注文完了

トムス株式会社

▶これにてご注文は完了です。弊社より商品在庫と納期の確認後、ご請求金額
　と共に注文確定メールを送信いたします。

▶購入したいサイズと必要な数量が確定した「カートに入れる」ボタンをクリック
　して次の画面にお進みください。



④追加のご注文方法

4-2.ご注文状況の確認、購入履歴の確認

▶購入履歴一覧画面にて、ご注文状況や過去の購入履歴をご確認いただけます。
過去のご注文を元に再注文することが可能です。

▶追加注文をする場合は「商品・カラーを変更して再注文する」もしくは「追加注文」
　　ボタンをクリックして、手順3よりお進みください。

4-3.追加注文の方法

▶追加注文は「商品」「カラー」はそのままで、サイズ明細のみを変更することが
　可能です。
※サイズ選択後の流れは、注文時と同様となりますので、手順3-5～または3-14～
　を参照してください。　

4-1.購入履歴

トムス株式会社

▶購入履歴ボタンを押して次のページへお進みいただくと、過去の注文履歴が
　一覧で確認ができます。

トムス株式会社

4-4.商品・カラーを変更して再注文する

【インクジェット編】

▶インクジェットでは「商品」と「商品カラー」を変更して再注文することが
　できます。
※「商品」の変更の際は、同じプリントエリアに加工ができない商品もございます
　ので、事前にイメージをご確認ください。

▶変更が完了しましたら「プリント内容を確定」クリックして確定後、手順3-5～
　に沿って注文を完了してください。

　

サックス

4-4.商品・カラーを変更して再注文する

【シルクプリント編】

▶シルクプリントでは「商品カラー」と「プリントカラー」の変更が可能です。

▶「プリントカラー」の変更は手順3-11を参照してください。

▶変更が完了しましたら「プリント内容を確定」クリックして確定後、手順3-14～
　に沿って注文を完了してください。

　

サックス



⑤デザインデータ作成の注意点
▶アップロードするデザインデータの作成については下記、表を参照ください。
　「インクジェット」「シルクプリント」とで内容が異なる為、ご確認のうえ、データの作成を行ってください。

【推奨データ形式】  PNG / PSD  AI / PDF（※AI機能を保持していること）

JPEG / BMP / GIF / PDF
※一部、カラーモード・透過機能・画質に制限が出てしまうことも
　ございます

【一部制約のあるデータ形式】

【ご利用不可なデータ形式】 ー

ー

ー

ー

PSD / PNG / JPEG / BMP / GIF / PDFなどの画像データ
※AIやPDFへの埋め込みも対応不可

AI

※デザインはアートボード内に納めてください。
　はみ出た部分は切り取られます。

※透明（不透明度100%未満）のオブジェクトが含まれている
　データは、アップロード時に背景が透過されず白い背景が
　ついてしまいます。画像の埋め込み、リンクデータも同様です。

※保存時「PDF互換性ファイルを作成」にチェックを入れてください。

【推奨解像度】 250dpi相当

【推奨カラーモード】 RGB
※CMYKでも問題はありませんが、色域はRGBの方が広いです

【色数の制限】 制限はございません 5色プリントまで対応
※一部の商品に限り色数の制限がございます

【デザインデータのサイズ】 商品・プリントエリアによってプリントサイズが異なります
詳しくは下記リンクよりご参照いただき、可能サイズ相当でデザインデータを作成してください。
URL : https://tomsj.com/brand/description/print_size

※デザインの一辺をプリント可能サイズの最大値に
　合わせてプリントします。

▶https://tomsmarking.com/ext/guide_2.html　HP「デザインデータについて」よりもご紹介をしております。

※おまかせの場合は当社が最適なバランスでプリント
　致します。
※ご指定の場合はデザインの長辺を 0.5cm 単位で
　入力ができます。

【データ作成時の注意事項】 ・スウォッチ（パターンスウォッチ）を使用したオブジェクトはプリント時にパターンが正しく表示されません
　「分割・拡張」➡「塗り」を選択　※画像を動かしても、変形がされないことを確認してください。

・文字は必ずアウトライン化してください。

・ワープツールはアピアランスの分割を行ってください。

・保存時「PDF互換性ファイルを作成」にチェックを入れてください。

・データ容量は10MB以内に納めてください。
※重たくてアップロードが出来ない場合は、解像度の下げる、不要なレイヤーの削除、画像の統合などでご調整ください。

プリント方法 インクジェット シルクプリント


