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 受賞歴
　第 43 回 (2022 年 ) 講談社絵本新人賞 佳作受賞　

　2023 年度「れいわ de ねんが」卯年年賀状商品化デザイン募集コンテスト　最優秀賞受賞

　2023 年度卯年 年賀状デザインコンペ ( 挨拶状ドットコム様 )　最優秀賞・佳作受賞

　2022 年寅年 年賀状コンテスト ( 年賀状プリント決定版様 )　優秀賞・佳作受賞　など

 制作実績
　2022.12   3~4 歳 学習・記憶のコアを育てる きおくのれんしゅうちょう イラスト (Gakken 様 )

　2022.12  マスミ・オーマンディ様「リンゴの唄」MV 原作・イラスト ( 株式会社ミネラル様 )

　2022.11  こどもたちが大好きなハッピーソングス イラスト ( 日本コロムビア様 )

　2021.12  Canon PIXUS はがきクリエーターにてイラスト 8 点提供 (GMO ペパボ様 )

　2021.10  がっけんつながるえほん『なんで ?』10 月号 特集カットイラスト ( 学研教育みらい様 )

　2021.7   イラストノート Premium( 誠文堂新光社様 ) 掲載

　2019.10 キラリと輝くおしゃれな年賀状 2020( インプレス様 )　など

 参加イベント
　2022.10　ハンズ名古屋店 ( 旧東急ハンズ名古屋店 )POP UP 開催　

　2022.6　クリエイター EXPO ( 東京ビックサイト ) 初出展

　2021.12 クリエイターズマーケット vol.45 ( ポートメッセなごや ) 初出店

　2021.3    『文具女子博 petit 大阪』「MAPURI selection - creators world - VOL.2」オリジナルマステ販売　など

　

torisun shopホームページ

『絵本のようなほっこり時間を』をテーマに

子ども、どうぶつを中心としたイラストを描いています。

国内最大のハンドメイドサイトminneにてオリジナルの

紙雑貨やベビーキッズ雑貨を販売、好評を得ています。

今まで作家業中心の活動でしたが、子育てを通じ

絵本や児童書のイラストにも携わりたいと思い、

2022年よりイラストレーターとしての仕事を本格的に始動。

心に届けたいあたたかなイラストなら是非お任せください。

お問い合わせ

色鉛筆、水彩色鉛筆、透明水彩など
Mac OS Monterey、iPad pro
Illustrator2022、Photoshop2022、　Procreate
デジタルでの作成、納品も可能です

プロフィール 使用画材・制作環境

ご依頼の際は
ホームページ内
お問い合わせへ

あなたの心に ほっこり お届けします

1986年生まれ　愛知県半田市出身在住
2児の母　トランペット吹き

名古屋芸術大学デザイン学部デザイン学科卒
元和菓子メーカー商品企画デザイン担当 
パレットクラブスクール絵本コース 24期生

torisun の『sun』は
太陽の『サン』

ほっこりあたたかな時間を－。



生き生きとした表情、仕草で子どもたちを描きます。

保育や子ども向け雑誌、児童書、子ども向けイベントに。 

ベビーキッズ向けグッズもオリジナルで展開中です。
子ども

保育雑誌サンプルイラスト (オリジナル )

小学 1年生生活教科書サンプルイラスト (オリジナル )

子どもと犬 (オリジナル ) 森の演奏会 (オリジナル )

torisunのタッチ メインは水彩色鉛筆ですが
使用用途にあった表現方法でご提案します

かおかおシリーズ／お名前キーホルダー／カーステッカー (オリジナル )

風合いのある優しいタッチです
torisun の雑貨は主に

水彩色鉛筆で描いています

わかりやすさを求めた図解に
線と塗りでシンプルに描いた
濃淡のないデジタル画です

色の濃淡で厚みを出した
デジタル画です

見やすく温かみがあります

水彩色鉛筆画 シンプル線画 厚塗り画 パス画

Illustrator のパスで
描くことも可能です

ロゴやくっきりした模様に



水彩色鉛筆画 シンプル線画

こどもたちが大好きなハッピーソングス イラスト
(日本コロムビア様 )

未就学児～小学校低学年がダーゲットのオムニバスアルバムです。
たいせつな友達と一緒に歌いたい♪心あたたまるメッセージソング集♪というコンセプトから
子どもたちみんなが仲良く歌っている様子をイメージして描きました。

長～い鍵盤のレールの上を子どもと動物たちが楽しく歌いながら進みます

CDのレーベル用イラストは単色のシンプル線画で



厚塗り画

3~4歳 学習・記憶のコアを育てる きおくのれんしゅうちょう 
一部イラスト (Gakken 様 )

3～4歳ターゲットの記憶ドリルです。年齢に合わせた等身の子どもを可愛らしく描きました。
はたらく車から動作の説明的なイラストまで、飽きずに取り組める
カラフルな仕上がりになっています。

torisun 担当ページ
2~5、29~32、43~50、75~76

机や椅子など静物画も



知多木綿使用 バースデータペストリー（オリジナル）

どうぶつ

どうぶつあいうえおポスター（オリジナル）

LINE スタンプ（オリジナル）

パレットクラブ絵本コース卒業冊子用イラスト

絵本のような選び取りカード (オリジナル )

どうぶつドラレコステッカー (オリジナル )

カーステッカー (オリジナル )

リアルなタッチからキャラクター風まで

 動物たちの姿を愛らしく描きます。



お花畑のかくれんぼどうぶつ／花束タオル／ブランケット (オリジナル )

10周年おめでとうコンサート／チラシ／DVD

( ママブラスおひさまハーモニー様 ) 2023 年音楽会カレンダー用イラスト ( オリジナル )



絵　本

きしゃポッポ (オリジナル )わたしのえんがわ (オリジナル )

2022 年童話なカレンダー用イラスト ( オリジナル )3分割絵本「ふしぎ？なパフェやさん」 ( オリジナル )

絵本づくりを一から学ぶため パレットクラブ絵本コース 24 期生に。

卒業制作で描いた「ひみつのえんがわ」は講談社絵本新人賞の佳作を受賞しました。



シンプル線画

マスミ・オーマンディ様「リンゴの唄」MV 原作・イラスト
(株式会社ミネラル様 2022)

パレットクラブ絵本コースで培ったお話作りの力で「堂々とオシャレを楽しみたい気持ちと

自信がない恥ずかしい気持ちで揺れるおめかしに興味を持ち始めた女の子」のお話をキー

ビジュアルと共に提案。採用いただきミュージックビデオとなりました。

コンペご提案時キービジュアル
(水彩・色鉛筆・オイルパステル )

https://www.youtube.com/watch?v=YdCVbs58V4k

＋ブラシタッチ



キラリと輝く おしゃれな年賀状 2020

( インプレス様 ) 

ふぉとねんが 2020

( インプレス様 ) 

Canon PIXUS はがきクリエーター (canon 様 GMO ペパボ様 )

ポストカード

今年も幸多き年でありますよう

心よりお祈りいたします

年賀状プリント決定版様 
2022 年寅年 年賀状コンテスト
佳作／優秀賞

NEW YEAR CARD CREATIVE
COMPETITION 2022
（CREATORS BANK様 ウェブポ様） 

NEW YEAR CARD CREATIVE
COMPETITION 2023

（CREATORS BANK様 ウェブポ様） 

バースデーカード (オリジナル ) 2023 年度卯年 年賀状デザインコンペ (挨拶状ドットコム様 )　
最優秀賞・佳作受賞

2023 年度「れいわ deねんが」卯年年賀状
商品化デザイン募集コンテスト　最優秀賞受賞

2023年用 年賀状 (オリジナル )

2024 年用
年賀状 (オリジナル )



マスキングテープなどの紙雑貨やお名前シールなどのベビーキッズ雑貨を展開。

ほっこりとしたイラストが幅広い年齢層に好評を得ています。
雑　貨

ハンズ名古屋店 (旧東急ハンズ )torisun POPUP

の様子とメインビジュアル (2022.10)

上段：お名前シール・お薬手帳カバー　下段：ポチ袋・端午の節句、桃の節句ポスター (オリジナル )

右ページ：フレークシール・マスキングテープ・メモ帳・アドベントカレンダー (オリジナル ) クリエーターズマーケット出店時の様子とメインビジュアル(2022.12)


