イラストレーター

いとう良一

Ryoichi Ito

本名：伊藤良一
屋号：下北沢イラスト制作所
1961年東京都世田谷区出身（下北沢在住）
法政大学工学部建築学科卒（都市計画専攻）。
コンピューターSE、印刷製版会社勤務の後、
独立して製版の職人となる。
その後フリーのイラストレーターとして活動。
プロイラスト団体「イラステイナーズ」代表。

■ 主な実績
・「日本の名城・解剖図刊」
（エクスナレッジ）
・「神社の解剖図刊」
（エクスナレッジ）
・ホンダカーズ兵庫店カレンダー 2017 年版
・東京都、西日本、東日本宝くじ
（2018 年発売〜）
イラスト担当
・中国電力 TVｰCM 用背景イラスト
（2019 年）
・「玉電松原物語」坪内祐三著（新潮社）
カバー・挿画
・ ( 公財）JKA のパンフレット内イラスト
・ 共同通信社配信 きたやまおさむ連載エッセイ
「しあわせになれない理由」
・
「みんなに贈りたい伝記」
（PHP）
で松下幸之助とガリレオ・ガリレイの項
・積水ハウス会員誌「メゾナー」装画
・城北信用金庫「さくら便り 2018 年版」
（年金友の会）装画
・「リッツカールトン たった一言からはじまる
『信頼』の物語」高野登著（日本実業出版社）装画
・
（公財）
日本野鳥の会「絶滅危惧種・カンムリウミスズメ」
保護リーフレット
・平成 30 年度発行、
数社の小学校道徳教科書、
31年度発行社会科副読本
・令和 6 年度発行小学校社会科教科書挿画
・「うみといきる」
ふくいてる著（金の星社）全イラスト
・「世界のピラミッド」河江肖剰・佐藤悦夫他（グラフィック社）挿画
・
「大人女子のぜいたく時間 日本の歌・ぬりえ」
（大泉書店）
見本画・線画
・「図説 世界の水中遺跡」沈没船復元図等主要イラスト
他、多数

〜

イラストのご依頼や制作進行について

1. ご依頼のご連絡
・使用用途や媒体
・イラストのサイズ、量、タッチ
・スケジュール
・原稿料（税別でお願いいたします）

■ 下北沢イラスト制作所・４つの特徴 ■
・ いつの時代にも必要とされるイラストを描きます
流行に左右されないオーソドックスなイラストが得意。
クライアント様のご要望を把握して表現する能力には
定評があります。
・ 空間や構造物をきちんと描きます
建築学科卒で建築的な構造は理解しており、何気ない
構造物もきちんと描きます。
架空の町並みを描き出す等の実績も多数あります。
・出版物の実績多数あり
書籍や雑誌、広告などの紙媒体を中心に多数の実績あり。
アナログの印刷製版職人の経験から、レイアウトに適した
イラスト、内容を把握してのイラストのご提案も得意。
・すばやくすばらしく仕上げます
ラフ案提出や本番描き等々作業は人一倍迅速。
今までに納期遅れも徹夜での作業も皆無。

なじみやすい紙面作 り の お力 に なります

■ 作画方法、画材など

・透明水彩画（鉛筆線を生かして着彩、またはペンと併用）
・色鉛筆画（通常の描画法や油ぼかし技法）
・鉛筆画（ラフなスケッチ調も描きます）
《他にパステル、ペン画など》

■ 出版物

「やっぱりペンギンは飛んでいる !!」
（技術評論社）2007 年
「たのしい 絵ずかん のりもの」
（交通新聞社）2018 年
「うみといきる」
ふくいてる著（金の星社）2020 年
「大人女子のぜいたく時間・日本の歌ぬりえ」
（大泉書店）
2021年
「おとなのスケッチ塗り絵・日本の原風景」
（MdN）2021年

〜

左記をお伝えください。 ウェブサイトの「お問い合わせ」からもご連絡いただけます。
お見積もりご希望の場合も、ご予算をお伝えいただけますと目安にもなります。
当方のイラスト描画は、数種類のタッチの手描きがありますので、サイト内（作業実績ページ）
からご希望に近いタッチや内容のモノがありましたら、それを添えていただけますと
間違いが無いかと思います。

2. 受注＆スケジュール調整
自分自身の健康管理や他のご依頼との調整もあり、万が一作業が滞るトラブルがあっても間違いなく納品できるスケジュールを共有
させてくださいませ。
人一倍作業は早いため、それでも十分早いスケジュールだとご評価をいただいておりますのでご安心ください。
今までに納期遅れや徹夜での作業は一度もありません。
3. ラフ制作
受注が決まり、原稿や指示書をいただき、まずはラフの制作となります。
私のイラスト制作はほぼすべて「手描き」で、ラフも鉛筆で大まかなモノを描いてお見せします。
提出したラフ画で修正をご希望の点がありましたら、赤などで修正点を書いてお送りください。
言葉だけでは双方のイメージの思い違いなどの危険もありますので、ラフ画に修正点を書いていただけると助かります。
ラフが OK になりましたら本描き作業になりますが、本描きに入りましたら修正ができませんので、このラフの段階で修正点を
お出しくださいませ。
4. 本描き
ご依頼時に希望されました画材・画風で描いていきます。
透明水彩画（鉛筆線 or ペン＋透明水彩）、色鉛筆画、鉛筆画、そのほかにペン画やパステル画もやっております。
まれに鉛筆やペンの線画に CG にて網掛けなどで着色もいたします。
5. 納 品
スキャナーでスキャンしてご指定のデータで納品いたします。下記をお伝えください。
（原画納品も承ります）
・ファイル形式（Jpeg、PSD、ESP、TIFF、PDF 等）
原稿料は一媒体に一回の使用料であり、その他に流用
・解像度
（二次利用）される場合は、流用費が発生または買取料金
・カラーモード（RGB または CMYK）
となります。
スキャナーは EPSON ES-10000G で、A3 までスキャンできます。
書籍や雑誌、Web 等で別のページや部位にも使用される
それ以上の大きさの場合は、分割スキャンで Photoshop にて結合
場合も流用費となります。
いたします。
（自動結合機能
（Photomerge) で結合部分はわかりません。
）
また、権利譲渡契約はできません。
請求書をお送りして（PDF または郵送）作業終了となります。

手描きの
イラスト

いとう良一

豊富な実績＋迅速・確実な仕事
「よっしゃ。
また明日」
（オリジナル）
《透明水彩》

《データ納品完全対応》

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス株主通信『四季報』
《透明水彩》

110@illustainers.jp
〒155−0032

https://www.1b-town.com/
東京都世田谷区代沢 5 丁目
いとう良 一

下 北 沢イラスト制作所
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■ 鉛筆やペンの軽いタッチ ■

内容を読んで図柄をご提案するイラストも多数手がけております

▼
月刊新世
﹁日本の昔話﹂︽鉛筆＋透明水彩︾

「世界のピラミッド」
グラフィック社《鉛筆＋CG》

▼▲ オリジナル画
《鉛筆＋透明水彩》

「小説新潮」掲載連載エッセイ
《鉛筆》

▼

イラスト
︽鉛筆︾
オリジナル画《色鉛筆》

オリジナル画︽鉛筆＋透明水彩︾

▼

「神社の解剖図鑑」
エクスナレッジ
《鉛筆》

「図説世界の水中遺跡」
グラフィック社《ペン》

﹁小説新潮﹂掲載連載エッセイ
︽鉛筆︾

﹁みんなに贈りたい伝記﹂ PHP
︽鉛筆＋透明水彩︾

オリジナル
「廊下の記憶」
《鉛筆》

﹁お盆﹂冊子表示︵本願寺出版社︶
︽鉛筆＋透明水彩︾

﹁石の詩﹂未刊行本︽鉛筆＋透明水彩︾

月刊﹃新世﹂表

「賢人たちからの運命を変える質問」
かんき出版《鉛筆》

2

「日本の名城解剖図鑑」
エクスナレッジ
《鉛筆》

﹁月刊やくしん﹂︵佼成出版︶︽鉛筆＋透明水彩︾

鉛筆またはペン。 近年、鉛筆やペンの軽いタッチのご要望が増えてきました。
スケッチ調やシンプルなタッチなど何でもご相談くさい。

「小説新潮」掲載連載エッセイ
《鉛筆》

■ やわらか・叙情的 ■

私のイラストの特徴でもある、叙情的・柔らかな雰囲気のタッチです。

「草枕絵本」
自主制作本《鉛筆＋透明水彩》

「うみといきる」
金の星社《鉛筆＋透明水彩》

■ 町並み・日常風景 ■

■ 図鑑・解説図 etc ■
﹁世界の水中遺跡﹂
グラフィック社
沈没船の復元図︽ペン︾

構造の把握・表現に強いため、数多くの解説図や
図鑑イラストを手がけています。

﹁無人地帯﹂
グラフィック社︽鉛筆︾

建築学科出身で都市計画も専攻していたため、街や都市空間を描き出すのも得意です。

▼
「たのしい絵ずかんのりもの」交通新聞社《ペン＋透明水彩》

「わたしたちの大阪4年・2020」
（社会科副読本）
日本文教出版《鉛筆＋透明水彩》
月刊「新世」連載コラム《鉛筆＋透明水彩》

オリジナル画《鉛筆＋透明水彩》

﹁日本の名城解剖図鑑﹂
エクスナレッジ
︽鉛筆＋デザインで網掛け︾

▼
「日本の歌・ぬりえ」
の線画 大泉書店
《ペン》

▲

箱根神仙郷
パンフレット用マップ
︽ペン＋透明水彩︾

▲広島チューリップ社・江戸期のたたら製鉄図
《鉛筆＋透明水彩》

「玉電松原物語」
カバーイラスト
新潮社《鉛筆＋透明水彩》

オリジナル画《鉛筆＋透明水彩》

■ ぬり絵 ■
▼

「日本の歌・ぬりえ」
の線画 大泉書店《ペン＋色鉛筆》
▼
「元気のちから」世田谷自然食品会報誌《ペン＋色鉛筆》

名所等の他、図柄の創作もします。
▼
「大人の塗り絵」大創出版《鉛筆＋透明水彩》

オリジナル画《色鉛筆》

リアルなモノから漫画チックなモノまで
その動物のポイントを踏まえた上で描きます。
生物学も好きなのでそのあたりはこだわります。

▲

「やっぱりペンギンは飛んでいる！
！」
技術評論社
《adobe illustrator》
《色鉛筆》
▲

﹁理想の会社﹂︽色鉛筆︾
かんき出版

■ 動物関係

■ 装画（カバーイラスト）■
「パンジャラポール」
ホノカ社

アナログ時代の印刷製版職人の経験があり、印刷やデザインの知識も豊富です。
レイアウトに合わせたイラスト作成や提案も得意で、内容を読み込んでの図柄提案も多数あります。

「きょうの健康」
NHK テキスト
（ぬり絵コーナー）
ペン＋色鉛筆

日本実業出版社
《色鉛筆》

技術評論社・自著
《色鉛筆》

文春文庫
《色鉛筆》

青弓社
《色鉛筆》

浄土宗出版
《透明水彩》

城北信用金庫
《透明水彩》

かんき出版
《色鉛筆》

コロナ社
《デジタル》

積水ハウス
《透明水彩》

積水ハウス
《透明水彩》

技術評論社
《デジタル》

野菜酵素社
《色鉛筆》

原書房
《色鉛筆》

オープンブックス
《色鉛筆》

「コウモリのふしぎ」
技術評論社 ペン

日本野鳥の会パンフレット
「和風年賀状素材集・和の趣」
《色鉛筆》技術評論社

■ CM・広告・カレンダー

きこ書房
《色鉛筆》

etc
マイケアカレンダー︽透明水彩︾

自主出版
《透明水彩》

中国料理店のための暖簾《Adobe illustrator》

金の星社
《透明水彩》

■ ナンセンス・ファンタジー画（オリジナル）■

CD ジャケット
《パステル》

野菜酵素社
《色鉛筆》

新潮社
《透明水彩》

住友ベークライト
《透明水彩》

「ビッグホエール」

ホンダカーズ兵庫店
カレンダー《透明水彩》
中国電力
︽透明水彩︾実写と合成

医学学会ポスター《色鉛筆》
（イラスト＋デザイン）

リンダパブリッシャーズ
《色鉛筆》

こんなオリジナルも描いています。（色鉛筆画）

▼季節のカレンダー《透明水彩》MdN

T
V
C
M

くもん出版
《色鉛筆》

「始発電車」

「夜釣り」

