大胆なポーズの描き方

マンガキャラクター図鑑

マンガの基礎デッサン

基本の動き・さまざまな動作と
アングル・迫力あるポーズ

女のコ編

魅せるキャラ・デザイン編

えびも 著
角丸つぶら 編集

林晃
（Go oﬃce）
、
角丸つぶら 著

林晃
（Go oﬃce）
、
角丸つぶら 著

B5変型判
168頁

B5変型判
240頁

定価

定価

192頁
定価

1,900円（税別）

2,286円（税別）

1,905円（税別）

B5変型判

大人気イラストレーター・えびもの描き方

マンガやイラストのキャラ設定や、登場人

この一冊で、思い通りのキャラが描けるよ

テクニックを大公開！ マンガやイラストの

物の描き分けの参考資料にぴったり！ 学

うになる！ 基本の描き方からキャラを「立

「平面」ならではの魅力を生かし、
オーバー

園ものやファンタジーなど、代表的な１２

たせる」テクニックまで、プロの技を大公
開。ポーズやしぐさの表現、髪型や服装

好評既刊紹介

ホビージャパン の

▼

技法書

ご注文について
この既刊案内は 2018 年 5 月現在、当社よ
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なアクションを「立体的」に見せるドラマ

ジャンルに登場するキャラクターの「典型

チックな描き方を完全解説。カラー作品

像」を紹介する「キャラクター百科」です。

による描き分けなど、魅せるキャラデザイ

のメイキングも多数掲載！

実戦的な描き方テクニックも収録。

ンの極意を伝授します。

萌えキャラクターの描き方

学園マンガの描き方

マンガの基礎デッサン

マンガの基礎デッサン

キャラの気持ちの描き方

顔・からだ編

入門編

キャラ・背景編

女のコキャラ編

表情・感情の表と裏を描き分けよう

アニメ作画監督の

女のコキャラ作画術
キャラデザ・動き・カゲつけ

伊原達矢、
角丸つぶら 著

林晃
（Go oﬃce）著

林晃
（Go oﬃce）
、
角丸つぶら 著

林晃
（Go oﬃce）著

森田和明、
林晃
（Go oﬃce）
、
九分くりん 著

林晃
（Go oﬃce）
、
九分くりん 著

B5変型判
176頁

B5変型判
176頁

B5変型判
176頁

B5変型判
192頁

B5変型判
192頁

B5変型判
200頁

定価

定価

定価

定価

定価

定価

1,905円（税別）

1,905円（税別）

1,905円（税別）

1,905円（税別）

1,900円（税別）

キュートな萌えキャラを描くための作画ポ

2,000円（税別）

学 生キャラクターの 描き方 はもちろん、

キャラの魅力を引き立てる背景を描こう！

女の子のメチャかわいいキャラは「ちょっ

「喜怒哀楽」に加え「驚き」「虚しさ」、人

アニメ業界で活躍する森田和明氏を迎え、

イント、表現ポイントを順を追って一つ一

キャラが映える画面作り、ストーリーの考

本書では、いきいきとしたキャラを描く方

と」
した工夫から生まれます。魅力あるキャ

に関係する諸々の「気」の表現まで、人

キャラデザ（顔）
、カラダ、動きの３つの

つ解説。応用実践コーナーで紹介する代

え方、マンガ原稿の作り方まで……。学

法に加え、イラストをより魅力的にする背

ラに変身させるたくさんの「ちょっと」を

の細やかな心の動きや気持ちの表現を完

作画テーマについて、実際の作画プロセ

表的な５つの属性を学習すれば、オリジ

園マンガを描くために必要な知識がぎゅっ

景の描き方を解説します。写真を参考に

本書で学びましょう。人気プロの森田和明

全に網羅。
「気分（１章）」
「気質（２章）」
「人

スからデッサンのポイントを解説。また、

ナルの萌えキャラ作りが、より分かりやす

とつまった一冊。ドキドキ、ワクワクの学

して手軽に描く方法からプロの作画テク

氏による制作プロセスと技法解説は作画

間関係（３章）」の３つの切り口から「キャ

く理解できます。

園マンガを描いちゃおう！

ニックまで、大充実の一冊！

力アップのアイデアがいっぱい。

ラの感情表現」の方法を紹介。

どを魅力的に演出する方法も紹介。

プロの作画から学ぶ

萌えキャラクターの描き方

ダイナミックデッサン

マンガの基礎デッサン

マンガの基礎デッサン

マンガの基礎デッサン

コスチューム編

レッスンブック 男子編

セクシーキャラ編

女のコ コスチューム編

デフォルメ編

柳澤康介、
角丸つぶら 著

B5変型判
176頁
定価
1,905円（税別）

超マンガデッサン
男子キャラデザインの現場から

トレスから始める、動きのある速描デッサン

伊原達矢、
角丸つぶら 著

「カゲ」でキャラクターの存在感や表情な

林晃
（Go oﬃce）著

林晃
（Go oﬃce）
、
角丸つぶら 著

林晃
（Go oﬃce）
、
角丸つぶら 著

森田和明、
林晃
（Go oﬃce）
、
九分くりん 著

B5変型判
176頁
定価
1,905円（税別）

B5変型判
192頁
定価
1,905円（税別）

B5変型判
128頁
定価
1,600円（税別）

B5変型判
200頁
定価
2,000円（税別）

B5変型判
176頁
定価
1,905円（税別）

女の子の衣服のシワの付き方を徹底解

写真をなぞる「トレスデッサン」から始め

ふつうの女の子をセクシーに変える、３つ

女の子のコスチュームの描き方は、この

魅力的なデフォルメキャラクターを創造す

男子キャラのデザイン、体の構造、動き

説。萌えキャラならではの衣装も完全網

て、パッと見でも強烈に印象に残る「ダイ

の「磨く」を学びましょう。全身のシルエッ

一冊で完全マスター！ 女の子の魅力を引

るために必要な観察してとらえる力、
「マ

の作画のポイントを、見逃すことなく「紙

羅しています。女の子のお着替えコーナー

ナミックデッサン」まで技術を発展させる

トを磨く、腕や脚、肩やヒジなどのパーツ

き出す「服装」の描き方を徹底解説します。

ンガ家の目」を養うことに適した本書。
「構

上コマ送り」で徹底解説。作画は、
アニメ・

や萌え絵師によるカラーメイキング、
「オ

ことを目指した本書。男性キャラのド迫力

を磨く、ポーズや表情の描き分けを磨く

難しいシワの描写、ぴったり感やゆったり

造を理解して描くこと」や「あたりまえの

イラスト業界の第一線で活躍し続けている

リジナルキャラクターを作ろう！」のコー

な絵を素早く描けるようになりたい……そ

……これらのテクニックを３章に分けて紹

感の表現、キャラに似合う服のデザイン

ものをしっかり見ること」など、
「観察して

森田和明氏。その絵に対する姿勢や線に

ナーなど、大ボリュームの一冊です！

んな期待に応えます。

介。本当の「セクシー」が見えてくる！

まで、プロのマル秘テク満載！

描く」ことの重要性を説きます。

対する意識を学び取ってください。

立体から考える美少女の
描き方

萌えアイドルの描き方

男女の顔の描き分け

萌えキャラクターの描き方

角度別・年齢別・表情別の
キャラデッサン

メンズ萌えキャラクターの
描き方

萌えふたりの描き方

基本編

男子編

しぐさ・感情表現編

88のコツ !!

宮月もそこ、
角丸つぶら 著

中塚真 著
B5変型判
176頁
定価
1,900円（税別）

顔・からだ編

B5変型判
176頁
定価
1,900円（税別）

カネダ工房、
角丸つぶら 著

カネダ工房、
角丸つぶら 著

YANAMi 著
B5変型判
176頁
定価
1,900円（税別）

カネダ工房、
角丸つぶら 著

B5変型判
176頁
定価
1,900円（税別）

B5変型判
176頁
定価
1,905円（税別）

B5変型判
176頁
定価
1,905円（税別）

女性の身体のさまざまな部分について、

キュートで元気いっぱいなアイドルを描き

「男女どちらかのキャラしか描けない」そ

男の子キャラクターを体 型によって３パ

友だち、兄弟、恋人まで、いろんなコン

萌えキャラクターの「感情」や「しぐさ」

その立体構造を解説し、そこからイラスト

たい！ そんなあなたのための描き方入

んな悩みを解消！「顔 」の描き分けを角

ターンに分け徹底解説！ 基本の描き方以

ビが描きたい！ 男子のイラストに必要な

を集めて、さまざまな観点から女の子の

にするときに覚えておくべき “８８のコツ”

門書。フリルいっぱいで華やかな衣装の

度、
年齢、表情別に紹介。リアルな人物デッ

外にも男の子の萌えポイント、ファッショ

「重み」
「力強さ」
「厚み」という３大要素

描き方を解説します。
「萌え手」の描き方、

を導き出しました。魅力的な美少女を描く

デザイン・描き方をメインに決めポーズ

サンではなく、マンガやイラストのキャラ

ンやアイテムなども網羅。カラーページ

をしっかり押さえて、実践的なポーズのイ

萌えるカラダの描き方、そして「Ｓ字ポー

ために、押さえておきたいコツをまとめ

の描き方、ステージのライティングやキラ

をいきいきと描くための「キャラデッサン」

では、難易度の高い男の子の手について

ラストを練習していきます。ふたり男子を

ズ」を超えた究極の萌えライン、
「Ｍ字ポー

た一冊です。

キラ表現まで、一冊にまとめています。

テクニックがぐんぐん身につく！

形と塗りの両面から解説しています。

描くための、必携の一冊です！

ズ」の描画テクニックを大公開！

萌えロリータファッション
の描き方

美少女キャラデッサン

萌えキャラクターの
描き分け

メンズ萌えキャラクターの
描き方

萌えミニキャラクターの
描き方

おんなの子編

基本テクニック編

ポーズ・しぐさ編

顔・からだ編

顔・からだ編

基本となるボディからコスチュームまで

伊原達矢、
角丸つぶら 著

（萌）表現探求サークル、
角丸つぶら 著

宮月もそこ、
角丸つぶら 著

B5変型判
176頁
定価
1,905円（税別）

B5変型判
176頁
定価
1,905円（税別）

ユニバーサル・
パブリシング 著

B5変型判
176頁
定価
1,900円（税別）

萌えふたりの描き方

カネダ工房、
角丸つぶら 著

B5変型判
176頁
定価
1,900円（税別）

カネダ工房、
角丸つぶら 著

B5変型判
176頁
定価
1,905円（税別）

B5変型判
176頁
定価
1,905円（税別）

キュートなロリータファッションを描こう！

可憐な美少女の描き方、教えます！ １６歳

バリエーション豊かなキャラクターを描け

イケメンのかっこいいポーズやしぐさを描

ちっちゃくてかわいいミニキャラクターを

女の子同士のからんだポーズの描き方を

ロリータファッションをパーツごとに紹介、

の少女をベースに体型変化や頭身変化を

るようになろう！ 本書は５パターンの瞳の

こう！ 立ち姿勢や座り姿勢など基本的な

描こう！ ２頭身、３頭身、４頭身の３種類

徹底解説。ひとりイラストは描けるけど、

その構造や着方、描き方を解説。白ロリー

加えることで、大人寄りの美少女、子供寄

タイプから始まり、それに合う髪型や表情、

ポーズの描き方をベースとして、さらに首

に分け、新技法「ミニキャラガイド」を使

ふたりになるとぐっと難易度が上がる…と

タと黒ロリータのしくみや彩色方法、カゲ

りの美少女など、自由自在に美少女キャラ

キャラごとの制服、私服の着こなし、
しぐ

や腰のひねり、腕や脚の動き、そして指

用しながら解説していきます。男女の違い

悩む方はもちろん、重なり合う手を描くの

のつけ方なども解説しています。

を描き分ける方法を紹介します。

さ、配色と、さまざまな要素でどんどんキャ

先に変化を加えることで、魅力的なイラス

も分かりやすく掲載。ミニキャラについて

が苦手な方にもオススメ。押さえたいポ

ラクターを確立していきます。

トを描く方法を解説します。

のノウハウがつまった一冊！

イントをしっかり盛り込んだ一冊です !

萌えキャラクターの
描き分け

オジサン
描き分けテクニック

ミニキャラクターの
描き分け

萌えふたりの描き方

性格・感情表現編

顔・からだ編

ほんわか2.5／2／3頭身編

萌えロリータファッション
の描き方

美少女キャラデッサン
ボディバランス編

美しい基本ポーズから魅せる構図まで

（萌）表現探求サークル、
角丸つぶら 著
B5変型判
176頁
定価
1,905円（税別）

男女編

伊原達矢、
角丸つぶら 著

宮月もそこ、
角丸つぶら 著

YA NAMi 著

宮月もそこ、
角丸つぶら 著

カネダ工房、
角丸つぶら 著

B5変型判
176頁
定価

B5変型判
176頁
定価

B5変型判
152頁
定価

B5変型判
184頁
定価

B5変型判
168頁
定価

1,900円（税別）

1,905円（税別）

1,900円（税別）

1,900円（税別）

1,900円（税別）

かわいさの秘訣はボディバランスにあり！

性格が異なる萌えキャラの描き分けを徹

オジサンの顔や体を骨格・筋肉の面から

「２.５頭身」
「２頭身」
「３頭身」の３種類に分

ファッションをかわいく見せるポーズを大

「シルエット」
「正中線」
「塊」をキーワー

底解説！ 同じ感情をいろいろな角度から

徹底追及。基本となるオジサンの描き方

けたミニキャラクターの描き方や、キャラ

はもちろん、恋人たちの距離感の表現、

解剖！ ポーズを活かした画面構成の作り

ドに、美少女を描くときに大切な人体の基

表現して個性豊かで魅力的なキャラクター

から若者との描き分け、顔立ちによる描き

の性格や気持ちに合わせた描き分けの方

スキンシップやからみポーズの描き方ま

方、服の質感の出し方、アクセサリーの

本的なバランスを解説。パーツの比率を

を描いてみましょう。萌えキャラクターと

分け、ポーズやファッションでの描き分け

法を解説。手足の短いミニキャラにうまく

で、
初心者にも分かりやすく解説。“萌える”

描き方など、たくさんの作例やカットを掲

覚えて、魅力たっぷりな美少女を描くコツ

いえばワンパターンだから、という概念を

まで、
「オジサンひとりひとりが持つ個性」

ポーズをつけて、個性豊かに描き分ける

男と女のふたりポーズを描くなら必読！

載した一冊！

やテクニックを最大限に盛り込みました。

吹き飛ばそう！

を魅力的に描くテクニックを紹介！

テクニックも満載です。

ロリータファッションの描き方本第２弾は、

男女の体格差や表情、しぐさの描き分け

男の筋肉
描きわけポーズ集

スーパーデフォルメ
ポーズ集

スーパーデフォルメ
ポーズ集

スーパーデフォルメ
ポーズ集

スリムからマッチョまで

ラブラブ編

ふたり編

基本ポーズ・アクション編

カネダ工房 著

Yielder 著

B5変型判
160頁

Yielder、
角丸つぶら 著

Yielder 著
B5変型判
160頁
CD-ROM付属

B5変型判
160頁

CD-ROM付属

B5変型判
160頁
CD-ROM付属

定価

定価

定価

定価

1,900円（税別）

1,900円（税別）

1,905円（税別）

（萌）表現探求サークル、
角丸つぶら 著

B5変型判

B5変型判

160頁
定価

176頁
定価

1,900円（税別）

1,905円（税別）

pixiv の大人気コンテンツが待望の書籍

アメリカ軍・自衛隊の協力のもと陸・海・空・

ロリータの魅力をあますことなく解説した

キャラの動作を多数収録。
「日常」の動作、

化！デフォルメ体型のキャラに特化した、

海兵隊から厳選した約３０パターンの軍服・

大満足の一冊！ 立体的で萌える女の子の

新感覚のイラストポーズ集。定番の３〜４

制服を収録。夏服・冬服から戦闘服、パイロッ

ボディの描き方や複雑なロリータ服の構造

頭身素体に加え、キュートな２頭身素体、

トスーツまでさまざまな角度から描かれた

を知ってから描いていく方法も掲載。ロリー

たりの動作を、２頭身・３頭身・４頭身の

スタイリッシュな５頭身素体まで掲載。ト

イラストでデザインや構造を細かく解説しま

タファッションのコーディネートもジャンル

デフォルメキャラで掲載しています。

レスOK でお絵描きが楽しくなる一冊！

す。より軍服を知るための知識も満載。

に分けてたくさん紹介しています。

スーパーデフォルメ
ポーズ集

スーパーデフォルメ
ポーズ集

着物の描き方

女の子の服
イラストポーズ集

チビキャラ編

キャラバリエーション編

２〜４頭身のデフォルメキャラの個性豊

チョ・マッチョの３体型の写真が満載の

かな恋愛ポーズの数々を収録！「デフォル

ポーズ集。それぞれの肉体の特徴と描き

メの恋愛シーンは密着した体が描きにく

「戦闘」の動作、
「恋人」の動作、「ふたり

分けのポイント、アクションでの筋肉表

い」という声に応え、親密な密着ポーズ

のキメポーズ」などなど……。多彩なふ

現のコツを解説。写真はトレスOK なので、

を描くコツや上手にデフォルメするコツな

趣味のイラストや同人誌作りにも便利！

ど、解説ページも充実しています。

絵になる美男子ポーズ集

イラストレーターが考えた
女子高生ポーズ集

クロ、
姐川、睦月堂、
魔太郎 著

活劇座 監修

顔・からだ・服の美バリエーション

Col.Ayabe、
（萌）表現探求サークル 著
金子賢一 監修

CD-ROM付属

1,900円（税別）

萌えロリータファッション
の描き方

デフォルメで描くのが難しい、ふたりの

男の筋 肉 はカッコイイ！ スリム・細マッ

トレースして使える決めポーズ

軍服・制服の描き方
アメリカ軍・自衛隊の制服から
戦闘服まで

Yielder 著

基本からそれっぽく描く
ポイントまで

そのまま使えるシワパーツ800

Yielder 著

（萌）表現探求サークル、
角丸つぶら 著

摩耶薫子 著

B5変型判

B5変型判

B5変型判

B5変型判

128頁
CD-ROM付属

160頁
CD-ROM付属

160頁
CD-ROM付属

160頁
CD-ROM付属

B5変型判
160頁

B5変型判
176頁

定価

定価

定価

定価

定価

1,900円（税別）

2,300円（税別）

1,900円（税別）

1,900円（税別）

1,900円（税別）

定価
1,900円（税別）

イラストに描きたくなるような男子の魅力

４人の人気イラストレーターが考えたラフ

本書は２頭身のチビキャラに完全特化。日

いろんなタイプのデフォルメキャラを描こ

着物の基礎知識、着付けの方法、描き方

基本的なシワのしくみの解説と描き方に加

的なポーズとアクションだけを集めました !

画をもとに撮影した “イラストレーターが

常のポーズはもちろん、アクションポーズ、

う！ 丸っこくてかわいいチビキャラ素体、

のコツ、季節ごとの柄の選び方まで……。

えて、さまざまなポーズによってできた服

ポーズ・アクション監修は、モーションキャ

欲しかったポーズ” 約５００点。自然なしぐ

恋愛ポーズなど魅力あるポーズを多数掲

スマートでかっこいい男性素体、胸が大

マンガやイラストで着物姿を描くための、

のシワを多数収録した一冊です。セーラー

プチャーや特撮などの分野で活躍する『活

さから、ちょっとドキッとするポーズまで、

載。キャラクターグッズ作りにぴったりなユ

きくてセクシーな女性素体、マッチョで力

あらゆる情報がこの一冊に詰まっていま

服をメインにワンピースやズボン、部屋

劇座』
。ポーズをトレースするテクニック

女子高生を魅力的に見せるポイントをラ

ニークなポーズ、髪型や服装をキュートに

強い筋肉質素体などなど……。６種類の

す。素敵な着物姿のマンガやイラストを、

着など、代表的な女の子の服を完全掲載。

についての解説も掲載。

フ画 80 点とあわせて収録。

描くためのヒントも詰まっています。

デフォルメ素体を収録しています。

あなたも描いてみませんか？

シワの基本をマスターしましょう。

ロボットを描く基本

マンガのための拳銃&
ライフル戦闘ポーズ集

スーパーデフォルメ
ポーズ集

スーパーデフォルメ
ポーズ集

スーツ男子の描き方

軍服の描き方

男の子キャラ編

女の子キャラ編

スーツの基礎知識＆
写真ポーズ650

仕組みからわかる世界の
軍装・軍服

箱ロボからオリジナルロボまで

アームズマガジン
編集部 監修

倉持キョーリュー 著
角丸つぶら 編集
B5変型判
176頁
定価
1,900円（税別）

Yielder 著

Col.Ayabe、
（萌）表現探求サークル 著
金子賢一 監修

Yielder 著

B5変型判

B5変型判

B5変型判

160頁
CD-ROM付属
定価
1,900円（税別）

160頁
CD-ROM付属
定価
1,900円（税別）

160頁
CD-ROM付属
定価
1,900円（税別）

B5変型判
160頁
CD-ROM付属
定価
1,900円（税別）

B5変型判
176頁
定価
1,900円（税別）

自分だけのオリジナルロボを描こう！ 基

色々なアングルから見た銃を構える手、全

男の子のデフォルメキャラをクローズアッ

かっこよくてかわいいスレンダー少女、胸

メンズスーツに関する基礎知識を、テー

軍服ってカッコイイ！ 本書は基本の軍服の

本となる「箱ロボ」の描き方から、かっこ

身のポーズ、撃った瞬間の銃の変化の解

プ！ 体格の違う２〜４頭身の素体を中心

が大きくて色っぽいセクシー少女、子ども

ラー監修のもと徹底解説。スーツを描くた

描き方のみならず、全ての軍服に共通する

いい人型ロボを描くための技法、身近な

説などなど……。銃のスペシャリストが構

に、ファンタジックな戦闘ポーズや対 決

体型の少女に2 頭身キャラまで……。いろ

めに必要な知識をこの一冊に収録しまし

“軍服がカッコよく見える秘密” を解説しま

ものからデザインを考える方法まで、一つ

えた写真・イラストでマンガに役立つ描き

シーンをたくさん収録。そのほか、日常シー

んな女の子たちの日常ポーズや戦闘ポー

た。さらに、イケメン外国人モデルがオー

す。各国の代表的な軍服の解説に加えて多

一つ解説していきます。１５人の絵師による

方のポイントを紹介。そのまま貼って使え

ンや学園シーン、ドキドキの恋愛シーン

ズ、恋愛ポーズをたくさん収録しています。

ダースーツを着こなしたトレースフリー写

様なアイテムを項目別に紹介。創作活動や

ロボット作例 & マル秘テクニックも必読！

る銃の線画素材も CD- ROM に大収録！

まで盛りだくさんの内容！

魅力的な女の子キャラを描こう！

真６５０点を CD-ROM に収録！

コスプレなどにも広く活用できる内容です。

鉛筆デッサン基本の「き」

人物を描く基本

ファンタジー風景の描き方

戦車の描き方

使える美術解剖図

コピック絵師たちの
東方イラストテクニック

キャラポーズ入り背景集

やさしく、楽しく、デッサンを
始めよう

基本の室内・ タウン・ 自然編

CLIP STUDIO PAINT PROで
空気感を表現するテクニック

箱から描く戦車・装甲車輌の
テクニック

塗り絵からイラストメイキングまで

スタジオ・
ものくろーむ 著
角丸つぶら 編集

三澤寛志 著
角丸つぶら 編集

B5変型判
176頁
定価
2,000円（税別）

粗茶、火神レオ 著
角丸つぶら 編集

B5変型判
192頁
定価
2,000円（税別）

AB変型判
152頁
定価
2,100円（税別）

背景倉庫 著
B5変型判
176頁
DVD-ROM付属
定価
1,900円（税別）

夢野れい、
野上武志ほか 著

ゾウノセ、
角丸つぶら 著

B5変型判
160頁
定価
1,900円（税別）

AB変型判
160頁
定価
2,200円（税別）

基本をおさえることこそが上達の近道！

未だかつてなかった「人物デッサン」の

東方Projectのキャラを題材に、
コピック技

キャラと背景がマッチしたイラストを簡単

ペイントソフト
「CLIP STUDIO PAINT」を使い、

戦車を描きたいけど構造が複雑でわから

本書は、これからデッサンを始める皆さ

決定版。美術解剖講座で人気を博してい

法を解説！ 基本となる
「グラデ塗り」
と
「重

に作れる、「キャラポーズ入り」背景素材

デジタルで空気感のあるファンタジー風景イ

ない、線が歪んでしまう……。そんな “戦

んのための入門書です。デッサンにおけ

る三澤寛志が、今日まで描きためた豊富

ね塗り」を、
コピック使いの巧者である粗茶

集の登場です。付録のDVD-ROM に、手軽

ラストを描くための技法書です。ソフトの使

車初心者” の人たちに向けて、現役のミ

る基本の「き」にあたる導入部から応用

なデッサンと、本書のためだけに描き下

と火神レオのメイキングを中心に展開しま

に貼って自由に使える背景線画のデータを

い方や風景イラストの基礎はもちろん、
「地」

リタリーコミック・イラストのクリエーター

までを、豊富な作例とやさしい解説で気

ろした貴重な美術解剖図を使って、的確

す。見て学べる実践的な技法書でコピック

150 点もの特大ボリュームで収録。真っ白

軽に学習できる内容となっています。

な指導と合理的な解説をします。

の可能性と表現の幅を広げます。

背景を卒業したい人におすすめの一冊！

クな世界を描き出す方法を解説します。

解説します。

美ちょうちょ図鑑

人物を手早く描く基本

水彩画 美しい影と光のテクニック

CLIP STUDIO PAINT

東洋ファンタジー風景の描き方

戦闘機の描き方

もしも、四季折々に舞うチョウが
美少女だったなら…

男性編

色の作り方・マスキング・
にじみの生かし方がわかる

CLIP STUDIO PAINT PRO/EX
空気感のある背景＆キャラのなじませ方

翼と機体―
十字から描く戦闘機テクニック

うりも キャラデザ
山本勝之 監修
角丸つぶら 編集
AB変型判
160頁
定価
2,000円（税別）

羽川幸一 著
角丸つぶら 編集

玉神輝美 著

B5変型判
176頁
定価
2,000円（税別）

B5変型判
136頁
定価
2,000円（税別）

キラキラの描き方
宝石・鉱物・金属などを輝かせる塗りのテクニック

珠樹みつね、
角丸つぶら 著
B5変型判
160頁
定価
1,900円（税別）

「風」
「火」
「水」の属性をもとにファンタジッ

ゾウノセ、藤ちょこ、
角丸つぶら 著

たちが、イチから始める戦車の描き方を

横山アキラ、
滝沢聖峰、
野上武志ほか 著
B5変型判
160頁
定価
1,900円（税別）

AB変型判
160頁
定価
2,200円（税別）

四季折々に舞うチョウが美少女になった！

男性の生き生きとした動きを、短時間で描

白壁に光が差す街角、夕暮れ色に染まる

宝石や鉱物、金属などのキラキラしたパー

「CLIP STUDIO PAINT」を使い、東洋らし

複雑な構造の戦闘機でも、基礎の “十字”

チョウのユニークな生態を擬人化で伝えるイ

くためのデッサン指南書。大きな形を伸び

森の風景など……。水彩で「影」と「光」

ツを描くためのイラスト技法書。彩色のも

さのある幻想的な風景イラストを描くため

……機体と翼の基準となる線を見つけれ

ラスト図鑑。イラストを見て楽しむだけでな

やかな線でとらえるジェスチャードローイン

を自在に操り、美しい世界を描き出す技法

とになる宝石・鉱石などの線画データは

の技法書です。
「色の選び方」や「キャラ

ば、さまざまなデザインの機体や翼を描

く、本物のチョウの姿や特徴も本格的に解説。

グ、強さや美しさを表すリズムをつかむ方

を解説。マスキングインクを使ってグラデー

ダウンロード可能。宝石の描き方に加え、

クターと背景のなじませ方」など、学ぶべ

くことができる! 戦闘機をモチーフにした

法など……。線主体のデッサンと、濃淡の

ションを最大限に活かす方法など、人気作

宝石を組み合わせてアクセサリーにする

き重要なポイントを用意し、著者の持つ

メカイラストを描くときにも使える描き方

物にくわしくなるきっかけをつくる一冊です。

調子をつけたデッサンで解説していく。

家の手法を惜しみなく公開していきます。

方法や、人物との組み合わせ方も解説！

厳選されたテクニックを解説。

の基礎を解説します。

機械昆蟲制作のすべて

人物クロッキーの基本

水彩画を描くきほん

カード絵師の仕事

早描き10分・5分・2分・1分

人物画からキャラクターイラストまで

アナログ絵師たちの
東方イラストテクニック

フォトバッシュ入門

進化し続ける
メカニカルミュータントたち

CLIP STUDIO PAINT PROと
写真を使って描く風景イラスト

ドラゴンとメカのデザインから
キャラクターデザインまで

「身近にいるのに知らないことが多い」生き

craft factory
SHOVEL HEAD
宇田川誉仁 著
角丸つぶら 編集
B5変型判
176頁
定価

水彩、油絵、コピック、色鉛筆、鉛筆など

アトリエ２１ 著
角丸つぶら 編集

三澤寛志 著
角丸つぶら 編集

B5変型判
168頁
定価

B5変型判
136頁
定価
2,100円（税別）

AB変型判
144頁
定価

ゾウノセ、
角丸つぶら 著
AB変型判
160頁
定価

タカヤマトシアキ 著
角丸つぶら 編集
AB変型判
144頁
定価

2,100円（税別）

2,200円（税別）

2,100円（税別）

紙粘土や針金、機械パーツ類、廃材などで

画家集団アトリエ２１による、実在感のあ

人物や静物の基本的な描き方の解説に始

アナログだからこそ描ける世界がここにあ

写真をもとにして、心揺さぶられる風景イ

大人気カード絵師・タカヤマトシアキの画

2,590円（税別）

2,000円（税別）

三澤寛志 著
角丸つぶら 編集

つくられた「メカニカルミュータント」。その

る人物やキャラを描くための基本要素を

まり、アニメやマンガに登場するような

る！１５名 の 絵 師 た ち とと も に、東 方

ラストを作ろう！ 複数の写真を組み合わせ

集＆イラスト技法書がついに登場！ カー

クールな造形のテクニックをあますところな

詰め込んだクロッキーの技法書です。短

キャラまで水彩で描いてしまう画期的な

Project のキャラを盛りだくさんに描きま

加工する新技法「フォトバッシュ」をゼロ

ド絵師の頂点に立つまでの軌跡、表現者

く解説。ミカドトックリバチの大作とコガネ

時間で描くからこそ生まれる緊張感や躍動

水彩技法書。１１人の絵師による水彩画

す。
「コピックと水彩」
「色鉛筆と水彩」と

から学べる入門書。構図の考え方、写真素

としての生きざま、発想法、技法まで……。

ムシ作品群をつくり下ろし、作業工程を収録。

感あふれるプロのクロッキーから、線画を

の制作過程には、目からウロコのテクニッ

いった、複数の画材を活かす方法も解説。

材の組み合わせ方、季節感を出す加工の

ドラゴン、クリーチャー、キャラ、メカな

代表作品、スチームパンク風作品も掲載。

描くコツを学びましょう。

クが満載です！

アナログ手法の楽しさを学びましょう！

技術まで、分かりやすく解説していきます。

どのキーワードをもとに解き明かしていく。

