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サービスメニュー
  ▼ イラスト制作　用途例：出版物、広告、映像のメインビジュアル、さし絵

　　好感度の高いなごみ系イラストを中心に、さまざまな画材とタッチを使っています。

 ▼ キャラクター制作　用途例：雑誌キャラクター、企業キャラクター、商品キャラクター

　　お客様の目的に合わせ、親しみやすく人目を惹くキャラクターを作ります。

 ▼ 絵本制作　用途例：幼児向け絵本、大人向け絵本、啓発絵本　

　　子ども向けはもちろん、大人向けの絵本も企画から承ります。

 ▼ マンガ制作　用途例：コミックエッセイ、解説マンガ、広告マンガ、啓発マンガ

　　伝わりやすいツールとして人気のマンガを、１コマからページものまで幅広く対応します。

 ▼ 読みもの制作　用途例：雑誌記事、Web、啓発コラム、読みもの　

　　イラストと組み合わせ、わかりやすく注目度の高い作品をつくります。　

「うまく伝わらない」「手に取ってもらえない」

　同じ悩みをもっていたからこそ、解決できます！

　大学卒業後、図書館や男女共同参画センターで長年勤務しました。

情報誌の制作や講座企画を担当するなかで「届けたい相手に届かない」

もどかしさや、「手に取ってもらう」「参加してもらう」難しさを痛感。

相手の目線でわかりやすく表現し、伝えるスキルを学びました。自分

が悩んだからこそ、クライアント様の想いをしっかり受け止め、わか

りやすく表現することができます。

お客様の想いを

「わかりやすく・おもしろく・かわいく」伝えます

あまちゃ工房の

強み

シリアスで難しいテーマもおま
かせください。豊富なアイデア
で柔らかくわかりやすく伝えま
す。

見る人をなごませる柔らかいイ
ラストは好感度抜群。タッチも
多彩で、幅広い分野で活用でき
ると好評です。

イラスト、マンガ、文章を組み
合わせることにより、お客様の
ニーズに広く対応することがで
きます。

お客様の想いをわかりやすく伝
えるために、最適な方法をご提
案をします。企画からの相談も
承ります。

幅広い分野に活用できる

作品力

多様なニーズに対応する

表現力

お客様の想いを形にする

発想力

豊富な経験を活かした

提案力
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「スプリング！スプリング！」南阿蘇鉄道復興支援カレンダー 3・4 月イラスト／使用画材／ Photoshop
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活動理念
「絵と文で誰もが生きやすい世の中を作る」
　イラスト、マンガ、文章などを通じて、生きづらさを抱える

人たちの声を届け、さまざまな問題をわかりやすく提起すると

ともに、誰もが生きやすい世の中を作っていきます

お客様の想いを

「わかりやすく・おもしろく・かわいく」伝えます

屋号「あまちゃ工房」の由来
　お釈迦様が生まれたときに天から降ってきたという「あま茶」

に由来します。仏教系の大谷大学で学んだこと、あまちゃの花

言葉『至福』『謙虚』『辛抱強い愛情』『勇気』が仕事をするうえで、

自分のありたい姿であることから屋号に決めました。
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イラスト①　カバーイラスト
見る人をなごませる柔らかいイラストは、好感度が高く、ご高齢のかたから小さなお子様まで、幅広く
アピールできます。

書籍のカバーイラスト

化学同人／ 2015.12
使用画材／ sai・Photoshop

　   制 作
脳や内臓が不気味に

見えないよう人形

仕立てにしました

小人が人体を

造っている様子を

かわいく描いて

ご 依 頼
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情報誌等の表紙イラスト

　    制 作
探検隊が血管の中を
探検 ! こってりした
タッチで緊迫感を出
しました

　 ご 依 頼
動脈硬化の怖さを

深刻になりすぎない

ように伝えたい

1東

1

東
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イラスト②　キャラクター
商品や企画の顔となるキャラクター。お客様のご要望をしっかりヒアリングし、イキイキとしたキャラ
クターを作ります。

スマホカバー／前田印紙工
使用画材／ sai・illustratour

マメゴン／ UCC コーヒーミュージアム
使用画材／ illustratour

キクゾー／企業悩み相談電話キャラクター
使用画材／ illustratour

いちもっく／出版ネッツセミナーキャラクター
使用画材／ illustratour

ネコ見・Dr ワン／自治体健康保険組合情報誌
使用画材／ sai・Photoshop

雑誌「眼科ケア」キャラクター／メディカ出版
使用画材／ sai・Photoshop

規格連載「温泉博士とモン吉くんのぶらり温泉手帳」
キャラクター／法研関西
使用画材／ sai・Photoshop

　      制 作
外国の人にも人気の

温泉の入り方を、かわ

いいミケが英語でナビ

外国の人がおみやげ

にしたくなるスマホ

カバーを考えて

ご 依 頼

We love 
   Onsen

温泉を心のビタミンとするイラストライター
関西の温泉を中心にどっぷりハマり中
URL:http://amachakoubou.com/
Mail: info@ amachakoubou.com

あまちゃ工房   天 野 勢 津 子あまちゃ工房   天 野 勢 津 子あまちゃ工房   天 野 勢 津 子あまちゃ工房   天 野 勢 津 子

Onsen Calender２０１7Onsen Calender２０１7Onsen Calender２０１7

Ｋａｅｒｕ-Hakase
Monkichi

温泉道を究めたカエル

温泉道を修行中
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イラスト③　カットイラスト
広告や出版物に欠かせないカットイラスト。文章にプラスするだけで、見やすさがグンとアップします。
多様なタッチの中から、お好みでお選びください。1点から承ります。
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絵本・おはなし①
やさしい絵とわかりやすいやすい言葉で、読む人の心に訴えます。子ども向けはもちろん、大人向けも
企画から承ります。絵のみ、文のみもご依頼ください。

『カリンのあたらしいおうち』あまちゃ工房ホームページで全ページ公開中！
http://amachakoubou.com/152

『カリンのあたらしいおうち』
さく・え 天野勢津子
明石市コミュニティ推進部男女共同参画課／
2011.11 ／使用画材／水彩・Photoshop

幼児にもわかりや

すい男女共同参画

のお話をつくって

ご 依 頼

　       制 作
テーマは幼児にもわかり
やすい「色」。男の子色、
女の子色に悩む主人公の
　冒険話にしました。

人形劇になり
第 2作も
でました！
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被災地をつなぐ大人絵本

「兵庫と東北つながってんねん」

あかちゃんのかわいさをとことん追求したオリジナル絵本

「あいうえあかちゃんなにしてる？」

『兵庫と東北つながってんねん』あまちゃ工房ホームページ
で全ページ公開中！ http://amachakoubou.com/186

1.17 を経験したからこそ伝えたい気持ちー
関西弁をつかった絵本は疲れた人でも読みやすいように極力言葉を
少なくしました。「1 分で読める絵本」といわれ読み聞かせに大人気です。

かきくけこうちゃん
なにしてる？

はひふへほくちゃん
なにしてる？

兵庫県立男女共同参画センター／ 2015.3

２０１５年の国連
防災世界会議で
展示・配布され
ました

・・・
すっきり

すっきり
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「ほいコレ」は幼保学生の就活応援サイ
ト。大阪府内で就職フェアも開催されて
いる企業です。
幼保教諭をめざす学生のために作られた
ムービー絵本は、新米保育士と小さな「あ
なた」の成長物語。優しい絵と文は大好
評で、就職フェアオープニングの上映会
では女子学生がすすり泣く姿もみられま
した。

ホイコレ 2018 イメージムービー

「はじめてのさくら」
　　　　ちゅるんカンパニー制作／約 3分／ 2017.5

　インターネット　
　でも公開中！

https://www.youtube.com/watch?v=QRFtjmURimU

わたしにとって

新しい 「はじめて」 のはじまり

この日のさくらもわすれない

ムービーでは手や表情、花びらなどが動きます。

絵本・おはなし②
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マンガ
マンガは注目度が高く伝わりやすいツールとして人気です。4コママンガや、コミックエッセイ、広告
マンガ、解説マンガなど幅広く対応いたします。

　

シリアスなテーマも

マンガなら柔らかく

伝わります

冊子「起立性調節障害の
子どもを支える人たちへ」
NPO 起立性調節障害ピア

ネット Alice ／ 2017.3
使用画材／ sai・Photoshop

「マンガではじめる薬局マネジメント」南江堂／ 2016.5
 使用画材 sai・CLIP STUDIO・Photoshop

　

難しい本はパスでも

マンガなら手に取り

やすく理解もバッチリ

「ハラスメントを防ぐアサーティブな話し方・伝え方」現代けんこう出版／ 2017.11
 使用画材 sai・CLIP STUDIO・Photoshop

ホイコレ 2018 イメージムービー

「はじめてのさくら」
　　　　ちゅるんカンパニー制作／約 3分／ 2017.5
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記事／読みもの
文章にイラストをプラスした読みものは、見やすくわかりやすいと好評です。企画から承りますので、
お気軽にご相談ください。

21

43

1「ごきげんスイッチ」／健康保険組合情報誌連載／２015 年～季刊／企画・執筆・イラスト
2「カエル博士とモン吉くんのぶらり温泉手帳」健康保険組合情報誌連載／２010 年～季刊／企画・執筆・イラスト

3「今日からはじめる地震に強い家づくり」健康保険組合情報誌連載／２013 ～ 2014 年季刊／企画・執筆・イラスト
4『考える力・知的好奇心を育てる 子どもに教えたいふしぎのお話 365』永岡書店２012 年／執筆・イラスト協力
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　 　　 制 作
バイ菌とキレイ好きな水の
キャラをつくりました。
手洗いうがいをした日に
貼るシールもついています。

手洗い・うがいカレンダー

サンタ、雪だるま、節分の鬼 ･･･ 月ごとに子どもた
ちがイメージするキャラを登場させ、楽しいカレン
ダーにしあげました。雪だるまの家のコタツや水道
は氷、鏡もちはアイスなど細部の設定も工夫してい
ます。

手洗い ･ うがいカレンダー／企業健康保険組合
2014 使用画材／ Photoshop

子どもが手洗い・うがい

をしたくなるカレンダー

を企画して

ご 依 頼
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さまざまな画材、タッチで描いております。
「こんなイメージで」といったご要望もご相談ください。

オリジナル

「化け物使い」使用画材／ Photoshop

「勝手に応援 満月ポン」使用画材／ Illustratour･Photoshop･sai

「本から飛び出した龍」
使用画材／ Photoshop
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これまでの主な取引先
出版社をはじめ、多方面からお仕事をいただいています。

[ 出版社・企業 ]

法研関西｜メディカ出版｜南江堂｜化学同人｜かんきょうムーブ

かもがわ出版｜解放出版社｜日本文教出版｜新学社｜永岡書店　

エディット｜ひかりのくに｜ 前田印刷紙工｜文溪堂｜学宝社

[ 自治体・NPO ほか ]

兵庫県｜明石市｜尼崎市｜姫路市｜大阪府｜青森県 ｜兵庫県立大

学｜フェミニストカウンセリング神戸 ｜ WS ひょうご

（順不同・敬称略）

「夢の生まれる時間」使用画材／透明水彩

「あなたに花束を」使用画材／透明水彩

「真夜中の散歩」使用画材／アクリル




