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なめき みほ - ライフスタイルを魅せるイラスト お仕事の流れ - ご依頼から納品まで

こんにちは。
フリーランスでイラストレーターをしております、なめき みほ と申します。
私は「ライフスタイルを魅せるイラスト」をテーマに、明るく華やかな暮らしをイメージしたイラストを描いています。
華やかで目に留まりやすいイラストは、挿絵やステーショナリー、パッケージなどにおすすめです。

ポートフォリオをご覧いただき、ご用命の際はぜひお気軽にご連絡くださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。

1. お問い合わせ
まずはメールやウェブサイトよりお問い合わせくだ
さい。2 営業日以内に折り返しメールにて確認書類
をお送りしますので、ご予算や納期・使用媒体など
の詳細をお知らせください。

メール：info@namekimiho.com
ウェブサイト：namekimiho.com

2. 費用のお見積もり・発注確定
費用のお見積り・スケジュール・使用条件などを双
方で擦り合わせをし、内容をご承諾頂いてから発注
確定となります。（キャンセルとなった場合もその
旨お知らせください。）

3. 具体的なご要望をお伝え下さい
文章や参考写真・参考イラストなどでイメージをお
伝え下さい。もちろん、こちらからもご提案致しま
す。ご一緒により良いものを作れたら嬉しいです。
やり取りは基本的にメールや slack などのテキスト
ベースとなりますが、電話や対面 ( 都内 ) も可能で
すのでご相談くださいませ。

4. 制作〜納品
まずは下書きのラフ案をお見せします。気になる点
があれば遠慮なくお伝え下さい。修正回数は 2 回ま
でとさせて頂いております。
ラフ案の OK を頂けましたら本制作を進めます。
完成したものをお見せし、問題なければメールやオ
ンラインストレージで納品します。

文房具

雑貨

雑誌

書籍

広告

パッケージ

雑誌や書籍の挿絵や装画、広告、パッケージ、ステー
ショナリーやテキスタイルなど、幅広く承ります。
その他お気軽にご相談くださいませ。

《 制作環境 》
iMac macOS Catalina
iPad Pro

《 使用ソフト 》
Illustrator / Photoshop / Adobe Fresco / Procreate など

《 納品形式 》
データ形式（ JPG / PNG / PSD ）※その他ご相談くださいませ 

《 なめき みほ 略歴 》
東京都在住。フリーのイラストレーター。イラストレーターズ通信会員。
感度の高い環境で磨かれた美意識を武器に、ライフスタイルを魅せるイラストを描く。
独特のモチーフと、色数を抑えつつも華やかな色づかいが人気。

2009 年　文化女子大学ファッションクリエイティブコース卒業
　　　　　学内のファッションイラストコンテストで優秀賞受賞。
2010 年　ライフスタイルショップ IDEE に入社。
　　　　　同年よりイラストレーター活動を開始。
　　　　　在職中は雑貨部門のリーダーとして店舗ディスプレーを任される。
 2019 年　IDEE 退職後、フリーのイラストレーターへ転身

休日は 3 歳の電車好きな息子と

よく電車を見に行きます。

暮らしをより素敵に魅せるための

お力になれたら嬉しいです！

よろしくお願いいたします。

《 SNS 》
　　https://mihonameki.tumblr.com/
　　@namekimiho 
　　@miho_nameki

《 連絡先 》
東京都港区（以降取引開始後開示いたします）
　　namekimiho.com
　　info@namekimiho.com

《 媒体 》
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Horoscope - 星座イラスト

使用例： 雑誌の占いページ

雑誌などの占いコーナーにぴったりの星座イラストです。
繊細な模様と遊び心のあるデザインで、オシャレに誌面を飾ります。
扉絵から個別の星座イラストまで制作可能です。

使用ソフト：Procreate, Adobe Illustrator
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Map illustration - 地図イラスト

旅行やお出かけ情報にぴったりのイラストマップです。
観光名所や雑貨、食べ物などトータルで描くことが可能です。
使用ソフト：Procreate, Adobe Photoshop

使用例： お出かけ情報の誌面
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Seasonal illustration - 季節のイラスト

季節を問わず使えそうな和テイストの
イラストです。
キャンペーン広告や装画などを想定し
制作しました。
ベクターデータでの制作が可能です。
大きな印刷物も承ります。

使用ソフト：
Adobe Illustrator, Procreate

冬のイラストです。
キャンペーン広告や装画などを想定し
制作しました。
ベクターデータでの制作が可能です。
大きな印刷物も承ります。 

使用ソフト：
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
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Seasonal illustration - 季節のイラスト

繊細なタッチで描かれた花模様。
ハッと目を引くアイキャッチイラストは、挿絵や装画、広告などにおすすめです。
デジタルですが手書きの温もりを感じられる水彩風のタッチです。

使用ソフト：Procreate

使用例： 書籍装画
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Seasonal illustration - 季節のイラスト

壁紙にしても映えそうな、鳥たちが華やかな草花や果実に囲まれた楽園のようなイラスト。
ひとつひとつバランスを見ながらモチーフを配置しています。
女性に人気のステーショナリーやインテリア雑貨に向けたイラスト制作も承ります。

使用ソフト：Procreate, Adobe Illustrator, Adobe Fresco

使用例： スマートフォンケース、リングノート
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Package illustration - パッケージイラスト

琥珀糖という、美しい伝統和菓子のパッケージを想定して制作。
淡くキラキラと透きとおった鉱石のような、不揃いな美しさを表現しました。
商品パッケージから、グッズ展開まで幅広く承ります。

使用ソフト：Procreate, Adobe illustrator

使用例： 商品パッケージ、各種グッズ
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Illustration - カットイラスト

インテリアショップ勤務の経験を活かし、暮らしをより素敵に
魅せるイラストを描いています。インテリア・雑貨・食べ物・
動植物・コスメなど。カットイラスト１点から承ります。
お気軽にご相談くださいませ。

使用ソフト： Procreate, Illustrator, Photoshop など
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Illustration - カットイラスト

水彩タッチから、アクリル絵具やクレヨンで塗り重ねたような質感のあるイラストたち。
オールデジタルでありながらも、温かみを感じられるように仕上げています。
１カットから、お気軽にご相談くださいませ。

使用ソフト：Procreate, Adobe Illustrator, Adobe Fresco

Strawberry Shortcake

Strawberry Fair

Strawberry Sandwich

Strawberry Smoothie

Strawberry 
　    Millefeuille

PartySweets
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Web design - ウェブデザイン

自サイトに設置する LP ページを制作しま
した。作品を提供しているストックイラス
トの販促ページです。

デザインからコーディングまで全て手掛け
ており、使用しているイラスト素材は全て
自分で描いています。

Web デザインスクールの卒業制作として
作り、卒業制作発表会にて、月間優秀賞に
選ばれました。

使用ソフト：
Adobe illustrator, Sublime text

HTML, CSS, jQuery 使用
レスポンシブ対応

おわりに

ここまで目を通してくださり、ありがとうございます。
「お、これいいな」と思っていただけたイラストがひとつでもあれば、
とても嬉しく思います。

「ココに、こんなイラストが欲しい」
「こんな商品を作るんだけど、どんな絵を描ける？」
など、イラストが必要な時はお気軽にお問い合わせくださいませ。

私のイラストが何かの役に立てるのであれば、こんなに嬉しいことは
ありません。
今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

イラストレーター　なめきみほ

《 SNS 》
　　https://mihonameki.tumblr.com/
　　@namekimiho 
　　@miho_nameki

《 連絡先 》
東京都港区（以降取引開始後開示いたします）
　　namekimiho.com
　　info@namekimiho.com




