
村本 ちひろ　動植物イラスト集
2022.01.22



◆著書

 ぬりえ book「花と季節のファンタジー」（cosmic 出版）著

 「おとなのステキなぬりえ BOOK　Time for healing ～癒しの時間～」（啓文社）

◆主な仕事

2021  danchu ムック　グラタン（マガジンハウス）表紙

　　  書籍「職場のめんどくさい人から自分を守る心理学」（日本能率協会マネジメントセンター）本文イラスト

　　  TOYOTA 機能カレンダー２０２２　12 ヶ月分＆表紙　・　日清オイリオカレンダー２０２２　12 ヶ月分＆表紙

　　  ミステリ文庫「なぜ、そのウイスキーが死を招いたのか」（光文社）表紙・本文イラスト

　　  バリスタが教えるおいしいコーヒーのはじめ方（新星出版）３章イラスト

　　  理工学院リーフレット　・　チャレンジタッチ（ベネッセ）　塗り絵イラスト

　　  クウネル（マガジンハウス）　パン特集見開き扉

　　  暮らしを楽しむ日本の伝統行事（神宮館）１月・7月行事イラスト

　　  JR 東日本 Glan Class 軽食パッケージ (４月～四季替り )

　　  ダイドードリンコ「世界一のバリスタ監修 CRAFT Black & Latte」パッケージ

　　  ～さらに美しく奏でる複音ハーモニカ～旋律を極めるテクニックがわかる本（メイツ出版）２色分解カット

　　  家の光４月号 /JA グループ家の光協会　付録雑誌カット５４点　・　会報誌「スカパー！と暮らす」４月号　塗り絵イラスト

2020  「PHP スペシャル」（PHP 研究所）　連載挿絵

　　  児童書「つれてこられただけなのに～外来生物の言い分をきく～」（偕成社）

　　  白ごはん .com×山本佐太郎商店「無添加ふりかけ」「和風カレーふりかけ」パッケージ

　　  ユーキャン通販サイト ココチモ「ダッキースター」「キュットブルホット」パンフレットや新聞広告等

      クリスピー・クリーム・ドーナツ　期間限定商品　販促物

      SARAYA ／ happy elephant instagram　連載投稿用

2019  大阪メトロ　天皇陛下即位正殿の儀　記念切符・富士フィルム写真フレームカレンダー

　　  「PHP スペシャル」（PHP 研究所）　連載挿絵・森永乳業　新商品告知用イラスト

      ヤマダ電機×FUNAI　ネイルプリンタ「CureNel」テンプレートデザイン　

　　  「ku:nel」（マガジンハウス）特集扉・「天然生活」(地球丸・扶桑社 )特集カット

　　  習志野シンフォニエッタ千葉　第一回演奏会告知物 &パンフレット表紙イラスト

2018  栃木県県庁展望台・JR 栃木 PR ポスター用イラスト

　　  森ビルホスピタリティコーポレーションリーフレット用イラスト

　　  藤い屋「IROHA village」マップイラスト

　　  ぬりえ book「花と季節のファンタジー」（cosmic 出版）著

　　  住友不動産建物サービス株式会社「fureai」・「天然生活」(地球丸 )特集扉・挿絵

2017  詩とファンタジー no.35 キユーピーぽえむ見開きイラスト

　　 「キリン HomeTap」サイト内イラスト・「キリン 一番搾り とれたてホップ生ビール 」小瓶・中瓶使用イラスト

　　 「AJINOMOTO　今夜はてづくり気分」/サイト内イラスト

muramoto.chihiro@gmail.com  

https://www.chihiro-muramoto.com

東京都　練馬区　在住
基本日中６時間以内にご返信します

※納品明け、帰省中 etc は少し遅れます

村本 ちひろ

透明水彩・デジタルにて制作

ご要望に合わせてタッチのご提案が出来ます

動植物・食べ物を始め幅広くご依頼頂いています

イラストレーターズ通信　会員

山田塾 14 期生・パレットクラブ 15,16 期生　卒

同志社女子大学　卒　大阪出身



◆著書

ぬりえ book「花と季節のファンタジー」（cosmic 出版）著

「おとなのステキなぬりえ BOOK　Time for healing ～癒しの時間～」（啓文社）

◆主な仕事

2021  会報誌「スカパー！と暮らす」４月号　塗り絵イラスト

JR 東日本 Glan Class 軽食パッケージ (４月～ )

ダイドードリンコ「世界一のバリスタ監修 CRAFT Black & Latte」パッケージ

～さらに美しく奏でる複音ハーモニカ～旋律を極めるテクニックがわかる本（メイツ出版）２色分解カット

家の光４月号 /JA グループ家の光協会　付録雑誌カット５４点

2020  「PHP スペシャル」（PHP 研究所）　連載挿絵

児童書「つれてこられただけなのに～外来生物の言い分をきく～」（偕成社）

白ごはん .com×山本佐太郎商店「無添加ふりかけ」パッケージ

白ごはん .com×山本佐太郎商店「和風カレーふりかけ」パッケージ

ユーキャン通販サイト ココチモ「ダッキースター」パンフレット

ユーキャン通販サイト ココチモ「キュットブルホット」パンフレットや新聞広告等

クリスピー・クリーム・ドーナツ　期間限定商品　販促物

SARAYA ／ happy elephant instagram　連載投稿用

2019  大阪メトロ　天皇陛下即位正殿の儀　記念切符

富士フィルム写真フレームカレンダー

「PHP スペシャル」（PHP 研究所）　連載挿絵

ヤマダ電機×FUNAI　ネイルプリンタ「CureNel」テンプレートデザイン

森永乳業　新商品告知用イラスト

「ku:nel」（マガジンハウス）特集扉

「天然生活」(地球丸・扶桑社 )特集カット

習志野シンフォニエッタ千葉　第一回演奏会告知物 &パンフレット表紙イラスト

2018  栃木県県庁展望台・JR 栃木 PR ポスター用イラスト

森ビルホスピタリティコーポレーションリーフレット用イラスト

藤い屋「IROHA village」マップイラスト

ぬりえ book「花と季節のファンタジー」（cosmic 出版）著

住友不動産建物サービス株式会社「fureai」企画ページ挿絵

「天然生活」(地球丸 )特集扉・挿絵、エッセイイラスト

2017  詩とファンタジー no.35 キユーピーぽえむ見開きイラスト

「キリン HomeTap」サイト内イラスト

「キリン 一番搾り とれたてホップ生ビール 」小瓶・中瓶使用イラスト

「AJINOMOTO　今夜はてづくり気分」/サラダチキンで作る濃厚ミネストローネ・

お豆腐で作るじんわり生姜スープ・サラダチキンで作る参鶏湯　サイト内イラスト

muramoto.chihiro@gmail.com  

https://www.chihiro-muramoto.com

東京都練馬区
基本日中６時間以内にご返信します

※納品明け、帰省中 etc は少し遅れます

村本 ちひろ

透明水彩・デジタルにて制作

ご要望に合わせてタッチのご提案が出来ます

動植物・食物が多いですが幅広くご依頼頂いています

イラストレーターズ通信　会員

山田塾 14 期生・パレットクラブ 15,16 期生　卒

同志社女子大学　卒　大阪出身





ヤマダ電機×船井電機

ネイルアートプリンタ CureNel 仕事情報
好きな時間に好みのデザインをプリントするだけで自宅ネイルアートができる CureNel。

その機器で使えるデザインを担当しました。

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



ぬりえ Book

花と季節のファンタジー 仕事情報
季節折々の植物と動物の塗り絵を描きました。ほぼ自由に描いて良いとのことだったので、頁をめくるごとに構図が全然違う線画が目に飛び

込んでくる本になりました。

カバーの裏にもイラストをあしらっていただきました。ライラック色が目を惹きます。

手にとった人がワクワクできるよう、塗っている途中の形でという指示だったので

所々塗り残しがある表紙（裏表紙含む）。

コスミック出版　ブックカバーデザイン：折原カズヒロ

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/

最後の頁は花畑をペンギンが先頭に動物たちが歩いている形で、

という指示だったので一番細かくなりました。



令和天皇陛下　即位礼正殿の儀に合わせて限定５０００部発売された記念乗車券。

表の鳳凰と裏の水彩画５種類を描きました。

令和天皇陛下　即位礼正殿の儀に合わせて限定５０００部発売された記念乗車券。

Ｏｓａｋａ　Ｍｅｔｒｏ

記念乗車券 仕事情報

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



ＦＵＪＩＦＩＬＭ

写真フレームカレンダー縦＆横 仕事情報
ユーザーが自分の撮った写真をでオリジナルなカレンダーが作れるフォトカレンダー。

修正指示に迅速に対応できるよう、手書きの風合いを用いつつデジタルで描いています。 季節の植物線画

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



仕事情報

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/

仕事情報
季節の植物線画



すべてはきっと

言葉を紡ぐために

伝えるために

カーテンが開いたら

特別な日のはじまりさ

星は輝くオーケストラ

ぼくら出会えたことを祝うんだ

きっといろんなことが起こるさ

苦しみも悲しみも

喜びも

ヤマモトダ ・ トリビュート

「奇跡の夜のオーケストラ」 展 / スペースｍ
「奇跡の夜のオーケストラ」というヤマモトダさんが歌う曲のイメージを描きました。ずーっと聴いていたら勝手に色を付けるのはもったいな

い気がして、見た人が自由に思い描けたらいいな…とボールペンになりました。
miracle/ ヤマモトダ　より歌詞の一部抜粋

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/

miracle/ ヤマモトダ　より歌詞の一部抜粋

この星の中で

あなたに会えた

あぁ　ぼくは幸せさ

Miracles all around us…

朝がぼくを迎えにくるよ

ほんの少しのせつなさをつれて

贈り物をあげよう

「あたりまえ」という名の

「幸せ」さ



家の光 2021 年 4 月号

ＪＡグループ雑誌５４カット 仕事情報
ふろく雑誌「はじめよう！一坪家庭菜園」に使われるイラスト５４点を担当しました。

手順書のイラストということでいつもと違い、わかり易さ・見易さ重視のタッチにしています

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



仕事情報
ＪＡグループ雑誌５４カット

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



習志野文化ホール開館４０周年

習志野シンフォニエッタ千葉 仕事情報
音楽家が多い場所、習志野。ホール開館４０周年を記念して習志野の音楽家たちが集まり、オーケストラ /習志野フィンフォニエッタを立ち

上げました。記念すべき第一回演奏会のフラッグやポスター、パンフレットを担当しました。 Ｄ：スギモトデザイン事務所

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



「言いたいこと」から引ける

大和ことば辞典 仕事情報
日本古来のことばを知り「使いこなす」ために、言いたい内容・使う場面から探せるように分類配列された辞典。見出し下にその意味を示す

ような柔らかなイメージのイラストを Dさんと一緒に考えながら１５点、そして表紙を描きました。 東京堂出版　Ｄ：小泉まどか

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



藤い屋

IROHA village 仕事情報
広島のもみじ饅頭老舗「藤い屋」の工場（IROHA village）見学のためのパンフレット用イラストです。 建築予定のパースを見ながら描きまし

た。植物のカットも使用していただきました。 Ｄ：左合ひとみ

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



外来生物の言い分をきく

つれてこられただけなのに　 仕事情報
外来生物が、人間が日本に持ちこんだのに「わるもの」となった不満を、持ちこまれた理由とその後の経緯も解説する本。

頂いた著者のラフに基づいて鳥・貝・植物カテゴリ＋プロローグ＆エピローグ計３８ページを担当しました。

プロローグ＆エピローグは軽いタッチで、との指示だったので線＋ベタ塗り、

すでに出来ていたデザインに合わせてキーカラーを入れて塗っています。

このタッチは今回のご要望で初めて描きましたが、編集者・著者共に喜んでいただけました。

偕成社　Ｄ：Laundry graphics

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



日本図書設計家協会

東京装画賞２０１６入選
課題「神様のボート」/江國香織　を 3点描いたうちの入選作品２点。

日常の上をつーっと滑っていく、噛み合っていないような感覚を覚えたので、頭上高くを無色のボートが流れていく、

そんな様子を描きました。

もう動かない過去のもの…お弔いの花が最初に思い浮かび、どこにも行けずにぐるぐると同じ場所を回って動けないボート。

けれど希望の色も少し見えてきて…いつかボートにも色がつくのかな、という様子を表現しました。

Ｄ：田村晴喜

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



詩の往復書簡

Ｐｏｅｔｒｙ展
外苑前ギャラリー「DAZZLE」の企画展に出展したイラストです。詩人 / 平岡淳子さんの詩に合わせてイラストを描きました。平岡さんと往復

書簡を 5～ 6回繰り返して仕上げていきました。

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/

錘（おもり）

あなたは　

流れゆく雲を　

追いかけたりしない

わたしが　

走り去っても　

追いかけてはこない

あなたの　

外せない錘は　

誰のためのものなの

詩 /平岡淳子

休日

冷蔵庫に貼ってある　

時刻表をみながら

あぁきょうは休日か　

夜になって気づく

デザートのいちごの　

さいごのひとつを　

食べちゃったらもう

さよならの時間ね



むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/

塊

地図を頼りに歩いても　

ぜんぜんちがうところに　

辿りつくこともある

この坂を下ってみよう　

川が流れているはずだと　

あなたについてゆく

薄暗さのなかにふたり　

消えてしまいそうになる

ひとつの塊になって

鉄線

 

紫色の蕾が　

ふたつ開いた朝

あなたのところに　

飛んで行きたくて

仕事なんて　

休んでしまおうか

それはいけないと　

あなたが云っても



宝島社

おしゃれ年賀状 2014-2015 仕事情報
年賀状テンプレートを２年間、見開き６枚ずつ担当しました。

おしゃれかわいい動物を、ということで描かせていただいています。

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



技術評論社

おしゃれにはなやぐ和モダン年賀状 2018-2020仕事情報
年賀状テンプレートを３年間、見開き６枚ずつ担当しました。

「レトロな和」「あでやかな和」のカテゴリに合わせて描かせていただいています。

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/



一般社団法人 日本図書設計家協会
ニューフェイス '17 展 仕事情報
近年入会したニューフェイスによる装丁・装画の仕事の展示会。その DM を担当しました。

個性豊かな新顔をきのこに見立てて描いています。　　　　　　　　　　　　　　　　

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/

ニューフェイス展告知用イラスト / 日本図書設計家協会

D: 駒井和彬



ＳＡＲＡＹＡ

ＨａｐｐｙＥｌｅｐｈａｎｔ　ｉｎｓｔａｇｒａｍ仕事情報
ボルネオの自然環境に取り組むブランドの週一度の投稿イラストレーションを担当しました。

ボルネオの動物たちから絵葉書が届くという形をとっています。同時にストーリーサイズも展開しました。

むらもとちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/

story 向けサイズ展開















































以上になります。ご覧いただき有難うございます！！

村本ちひろ　https://www.chihiro-muramoto.com/

透明水彩で描いた食べ物の感じがいいけどタイトで修正はいるかも、との事だったので
スキャン＆トリミング＆色調整が省けるデジタルで水彩風タッチを新たに試作、提案しました。

透明水彩（アナログ）

デジタル
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