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イラストレーター

グラフィックデザイナーの中嶋優子と

イラストレーターのなかじまゆうたによる

群馬県前橋市を拠点に活動するデザインユニット。

＜連絡先＞

群馬県前橋市（以降取引開始後開示いたします）

営業時間　9:30 - 16:30　（土日祝休） 

  arukutaco.com　

（なかじまゆうた）

  　

＜プロフィール＞

群馬県前橋市在住のイラストレーター。

1987 年生まれ、奈良県出身。

武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科卒。

玩具・プロダクト製品のデザイナーを経て、アート作品とエ

ンターテイメントコンテンツを制作する企業でクリエイティ

ブディレクターとして勤務。チーフも経験。

双子の子供の誕生を期に退職し、東京都から群馬県へ移住。

子育て期間を経てイラスト制作を始め、2021 年グラフィッ

クデザイナーである妻の中嶋優子とデザインユニット「アル

クタコ」を結成し、イラストレーターとして活動を開始する。

描写力を下地に親しみのあるデフォルメで人物や動物などを

描くタッチと、描写力を生かし用途に合わせデザインされた

ラインで描く線画の２つのタッチを得意とする。

ご要望に合わせて、ベクターイラストにも対応。

＜制作環境＞

Mac OS X

＜使用ソフト＞

Adobe Illustrator 2020 / Photoshop 2020

＜納品形式＞

データ形式（ JPG / PNG / AI / PSD ）

＜媒体＞

雑誌や書籍の挿絵や装画、広告、パッケージ、雑貨・プロダ

クトなど幅広く承ります。その他お気軽にご相談ください。



本ポートフォリオのイラスト、デザインはすべてアルクタコの制作物です。

３つのポイント

手書きでの描写力を下地とし、デフォルメによっ

てイラストを見る人の楽しい気持ちを誘う「ゆか

いなイラストタッチ」と、その描写力でリアルと

は違った見やすさとデザイン性を発揮する「ス

マートな線画タッチ」の２つの異なるタッチを目

的やご要望に合わせて使い分けます。

本ポートフォリオでは「ゆかいなイラストタッチ」

からご紹介し、のちに「スマートな線画タッチ」

をご紹介します。

塗料を用いたペインティングや造形制作で培った

感覚的・技術的なアドバンテージと、相手の求め

ることをヒアリングからくみ取り提案するという

デザイン的プロセスの素養をもちあわせます。

媒体、ターゲット、目的に合わせたオリジナリティ

ある制作で貢献いたします。

デザインとアートの素養
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２つのイラストタッチ

1

連絡の円滑さや納品などに対する時間的監理能力

など、これまでの社会人経験で培った確かなもの

があります。双方の理解の差による行き違いが生

まれないよう、必要なコミュニケーションを十分

にとり、細やかな対応を心がけます。

また、小さい子供の育児のため土日祝はおやすみ

をいただいておりますが、急ぎの場合などは柔軟

に対応いたします。

※営業時間　9:30-16:30（土日祝休）

基盤となる対応力
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arukutaco.com アルクタコ

「ゆかいなイラストタッチ」

デフォルメしたかたちと

かわいい色で

親しみやすさと楽しさがある 

イラストタッチです。



arukutaco.com アルクタコ

人物イラスト

②輪郭なし

④線のみ

①べた塗り

線の太さに抑揚や、色の付け方で
「あっさりとした見やすさ」と「しっかりとした見ごたえ」
のバランスを調整します。

③線 +１色



arukutaco.com アルクタコ

人物イラスト

▲福禄寿・恵比寿天

いろんなひと

▲こどもと体を使った遊び

▲風邪



arukutaco.com アルクタコ

アニマルイラスト

（誠文堂新光社『子供の科学』10 月号メイン特集「キミはどっち派？最高の相棒決定戦 !!」 より）

▲イヌは雑食性。ネコは肉が好き！ ▲キャラクターイラスト

▲ネコはマタタビ が大好き！ ▲ OK？NG？ペットとのスキンシップ

▲出迎えてくれるのはイヌ。ネコの知らんぷりは信頼の証。



arukutaco.com アルクタコ

アニマルイラスト

▲「はたらくおさる」　喫茶店（テナガザル）、料理人（マンドリル）、講演家（マントヒヒ）、八百屋（ゴリラ）

「多様性」カットイラスト

ジェスチャーサイン  



arukutaco.com アルクタコ

アニマルイラスト

▲「いってきます」「いってらっしゃい」

種類別イメージ画
（左）アビシニアン
（中）メインクーン
（右）シャムネコ

シベリアン・ハスキー



arukutaco.com アルクタコ

マップイラスト

駅前東公園

JR前橋駅
南北自由通路トイレ

昌賢学園まえばしホール
（前橋市民文化会館）

フラワーショップ
花園

楽歩堂前橋公園
公園管理棟内に授乳室とおむつ
替えができるトイレがある。しっ
かり管理されているので安心。

広瀬川公衆トイレ

SHIROIYA HOTEL
バリアフリートイレにおむ
つ替え台あり。授乳につい
てはスタッフに声をかけて。

sokono cafe
店舗奥のお席で授乳可能。おしゃ
れな店内で疲れを癒やして。

清香園
奥まった畳のスペースで授乳OK。

子どもにも人気のお煎餅で
おやつタイムにも！　

前橋市役所
1Fパスポートセンター奥に授乳室が
設置されている。おむつ替えができ
るベビーベッドもあり使いやすい。
※土日祝閉庁

紅茶のティーストアー
お客さんの状況によって授乳
OK。まずは入口で店長さん
に気軽にご相談を。

広瀬川公衆トイレ
ぐんまビジタートイレにも指
定されていて、管理の行き
届いた公衆トイレ。

K'BlX 元気 21まえばし
おむつ替え台は1Fのバリアフリート
イレ内。1Fにぎわいホールはイベント
がないときは広く落ち着いているの
で待合スペースとしてとても便利。 マルエドラッグ

店内のバリアフリートイレにお
むつ替え台あり。お買い物のつ
いでに是非利用したいスポット。

前橋こども公園
駐車場トイレ

前橋テルサ

煥乎堂

Chuo Maebashi St. Jyo
to
 St
.

JR Maebashi St.

駅南公園

前橋文学館

授乳室はTSUTAYAキッズス
ペース設置の「mamaro」。個
室なので安心して利用できる。
男性の入室OK。

アクエル前橋
TSUTAYA BOOKSTORE内

おむつ替え台は1F, 2F, 31F,  32Fの
バリアフリートイレ内。授乳室は
32Fのみ。大きな窓があって見晴ら
し最高！

6Fベビー休憩室にはおむつ替え
台が4台あり、授乳スペースも完
備。とても広く使いやすい。

スズラン百貨店
本館／6F

Pi
ck

  up

授乳室スペースご利用の場合は入口近くの
管理棟スタッフへ。おむつ替え台は園内男
女トイレ／バリアフリートイレ内の計3ヶ所。
※火曜休園

るなぱあく

Pi
ck

 up

Pi
ck

 up

Pi
ck

 up

Pi
ck

  up

児童文化センターに授乳室あり。ベビー
ベッドや給湯器もあって使いやすい。
※月曜、第2木曜休館

Hirose riv.

Route 50

Route 17

Tone riv.

子育てひろば
K'BlX 元気 21まえばし／2F

ゆーゆ

黒田人形店

群馬県庁
県庁舎／1F, 2F, 31F, 32F

階段を上った左手にある授与所に
は、パーテーションがあるので授乳
OK。神主さんに気軽にお声がけを。

前橋八幡宮
授与所内

上
毛電気鉄道

おむつ替え台
授乳室マップ

一家に１枚

喫茶マルカ
お客さんの状況によって授乳
OK。小上がりでお昼寝も。　

アーツ前橋
授乳室は1 F総合案内に声をかけてか
ら利用できる。土足禁止の室内は広
く、家族で利用OK。ミルク用の水・
お湯はロブソンコーヒーまで。
※水曜休館

前橋地方合同庁舎
入口から授乳室までが近いので
わかりやすい。スペースも広く、
自動扉でロックもできる。
※土日祝閉庁

開館中は利用者でなくても、授乳室と
おむつ替え台が使える。親子元気ルー
ムのおむつ替え台は、寝転ぶ用と立つ
用の2種類あり。

Pi
ck

  up

※掲載されている情報は 2021年7月現在のものです。
※定休日や営業時間等は来店前に最新情報をご確認ください。
※掲載されていないスポットの情報は編集部までお寄せください。

J R両毛線

おむつ替え台
おむつ替え台あり。

おむつ替え台／授乳室
おむつ替え台／授乳室または授乳ス
ペースあり。

親子歓迎店
小さいお子さま連れでも利用しやすい
コポンおすすめの親子歓迎店舗。

ミルク用のお湯をもらえる店舗。また
は専用給湯器あり。

in  Maebash i  C i ty

群馬大橋

P i
ck

 up

前橋こども公園
前橋市児童文化センター内太陽の鐘

instagramでも親子に
おすすめのスポットを
発信していきます！

copon.oyakokangei

(NPO 法人まえばし保育ネットワーク『前橋の子育てポケットガイド「コポン Vol.1」』より）



arukutaco.com アルクタコ

その他

▲ステッカーイラスト（special thanks るなぱあく）



arukutaco.com アルクタコ

「スマートな線画タッチ」

写実的な要素を取り入れながら

線としてまとめた スマートな表現性があり、

さらに色彩を加えることで

様々なデザインに寄り添うことができる イラストタッチです。



arukutaco.com アルクタコ

マップイラスト

（ブルーボトルコーヒー白井屋カフェ 『ブルーボトルコーヒー×なか又 ふわふわわぬき コーヒークリームあんこ』パッケージ より）



arukutaco.com アルクタコ

挿絵・カットイラスト

(NPO 法人まえばし保育ネットワーク『前橋の子育てポケットガイド コポンvol.2　特集「前橋公園探訪ジャーニー」』より）

( 株式会社ぐんま瓦版 『前橋新聞「me bu ku vol.2」』より）



arukutaco.com アルクタコ

挿絵・カットイラスト



arukutaco.com アルクタコ

お仕事の流れ

1.お問い合わせ

まずはメールやウェブサイトからお問い合わせください。

下記のリストを参考に情報をご記入いただくとスムーズです。

・ご依頼の概要

・希望納期

・サイズ、点数、色数（単色、フルカラーなど）

・納品形態

・使用媒体（使用予定のもの全て）

・ご予算　など

2. 費用のお見積り、注文確定

費用のお見積り・スケジュール・使用条件などを双方ですり合

わせをして、内容をご了承いただいてから注文確定となります。

3. お打ち合わせ

お打ち合わせで詳細のご要望などを伺い、制作に向けて詰めて

いきます。

やり取りは基本的にメールでの対応になりますが、電話や

ZOOM も利用可能です。（前橋市近郊であれば対面でのお打ち

合わせも可能です）

 

4. 制作開始～納品

【ラフ制作】

出来上がりのイメージを共有するため手書きによるラフスケッ

チを作成します。必要があれば簡単な着彩もいたします。

ラフをご確認いただき、イメージにそぐわない場合は修正依頼

をいただき再度ラフ画制作となります。

【本番制作】

ラフで OK をいただいてから本番制作に入ります。

修正をご希望の点があれば、修正をいたします。

※一度 OK をいただいたラフからの大幅な修正は別途料金をい

ただきます。

【納品】

PSD ／ AI ／画像ファイル等、ご希望の納品形式に合わせて納

品いたします。

※納品後、イラストを使用した媒体（書籍、雑誌、広告など）

の見本を 1 部お送りいただけますと幸いです。

○ご注意○

すべてのデザイン、イラストの著作権はアルクタコに帰属します。著作権譲渡が条件となるご依頼はお受けいたしかねます。

ご依頼頂きました制作物を、WEB サイト、ポートフォリオなどで仕事履歴として掲載することがございます。問題がある場合は、事前にお知らせください。


