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花田　樹
はなだ　　　いつき

２０００年７月２１日生まれ

血液型 ： A型

性別 ：男

出身 ：福井県

好きなもの ： ニューファンド

　→次ページよりデジタル造形作品になります。



宮本武蔵
　デジタル授業の課題として zbrash で
制作しました。

　デジタル造形でのスケールフィギュア
制作は初めてでしたが、アナログ造形とは
また違ったアプローチで楽しんで作れました。
　特徴的な顔の造形にこだわって、髪や衣装
も風を感じられるように心がけました。

『刃牙道』 制作時間約６０時間



　刀の造形にはまだまだ改良の余地が
感じられるので更に良い作り方を模索
しています。



バーニン
『僕のヒーローアカデミア』

　デジタル授業の課題として zbrash で
制作しました。

　このキャラクターらしい躍動感や
元気さが伝わるような造形を心掛けま
した。
　顔は左右非対称の表情にしつつ、
顔として破綻しないよう注意して特に
こだわりました。

制作時間約７０時間



ポーズをつけていく前の立ちポーズでの造形です。→



　元にしたイラストには無かった
消火器も造形しました。↓→



スマートファルコン
『ウマ娘プリティーダービー』

　デジタル授業の課題として自分が初めて
デジタル造形で完成させた作品になります。

　zbrash で『うまよん』でのデザインを
ベースに、アプリ版でのスマートファルコン
のイメージも盛り込みつつ制作しました。

制作時間約６０時間



海原雄山
『美味しんぼ』 制作時間約２時間

　zbrush で制作しました。

　アニメ版の海原雄山のリアル寄りの
顔つきを再現しました。勝ち誇った
ように笑う様子が個人的に印象深かっ
たので、笑顔の雄山をモチーフに選択
しました。



　次ページよりアナログ造形作品になります。

↑この写真の物は２０１９年１月に私が初めて制作した作品になります。
当時アニメが話題になっていた『バキ』の『スペック』をスカルピーで
胸像のように制作しました。



朝香果林
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』

　

　版権物のフィギュア造形の課題として、
ニューファンドで制作しレジン複製後に
ミスターカラー・タミヤエナメルで彩色
しました。

　元にしたイラストの右手の位置を特に
意識して、大人っぽい雰囲気の魅力を
出せるように造形しました。

制作時間約１８０時間



←スカートの造形や目立たない分割方法に
苦戦していました。

↑少し濃いめの印影で艶めかしい印象を
意識しました。



中須かすみ
『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』

　スカルピーと一部エポキシパテを使い、
彩色はシタデルカラーとアクリルガッシュ
で制作しました。

　個人的な好みで手足が太めのカートゥー
ン調デフォルメで作りました。

制作時間約３０時間



ランペイジマン
『キン肉マン』

　スカルピーを使い制作しました。
　かっこいいデフォルメ表現を目指して
等身が高すぎず低すぎない塩梅で
作りました。

　デフォルメされた筋肉のバランスが
難しかったです。

←初登場時の浮遊感を表現しています。

制作時間約４０時間



ウオッカ＆ダイワスカーレット
『ウマ娘プリティーダービー』

　スカルピーを基本として一部エポキシパテや
ポリパテを使い、彩色はアクリルガッシュを
中心に液体部分にミスターカラーを使う等して
制作しました。

　私が個人的に推しているキャラクターで
その魅力が伝わるようなかわいらしさを
目指しました。

制作時間約１５０時間



　手前のウオッカの奥にいる
ダイワスカーレットはパース
表現を用いて小さく作る事で、
遠くにいるような表現を取り
入れました。



→水筒からこぼれ出た水滴は、下地の
Mr カラーシルバーの上にクリアオレンジを
塗るキャンディ塗装によって液体っぽさを
高めました。

↓原型画像になります。



ミホノブルボン
『ウマ娘プリティーダービー』

↑このシーンでしか見られない貴重なお団子
スタイルの髪も再現しました。

　ニューファンドを使い、アクリル
ガッシュによる彩色で制作しました。

　手のひらにのせた時の収まりの良さ
を意識してデフォルメしています。
　布にくるまりながらも膝やお尻の
表現で中の体を感じられるように
造形しました。

制作時間約３０時間



ブロリー
『ドラゴンボール Z 燃えつきろ！熱戦・烈戦・超激戦』

　スカルピーと一部エポキシパテを
使い、彩色はシタデルカラーで制作
しました。

　このブロリーが登場する映画の
次の映画のポスターのポーズで作り
ました。
　全高は１５ｃｍ程度でガシャポン
で展開されているフィギュアと同じ
スケールにしました。

制作時間約１８０時間



↑上半身が左右非対称の体勢で、激しく雄たけびを
上げているようなポーズを目指しました。



↑ドラゴンボールらしい特徴的なズボンの
シワ表現を試みました。

→イヤリングは２mmのアルミ線を
丸めて “C” の形にした状態で、
欠けた部分を耳たぶにはめることで
表現しています。
　首飾りはエポキシパテで制作しま
した。



EXエレキング
『大怪獣バトル』

　スカルピーとエポキシパテを
使い、彩色はシタデルカラーで
制作しました。

　ガシャポンのウルトラセブン
と絡められるようなサイズです。
　通常のエレキングとは微妙に
違う不気味な顔の造形にこだわり
ました。

制作時間約４０時間



高海千歌
『ラブライブ！サンシャイン！！』

　スカルピーとエポキシパテを
使い、彩色はシタデルカラーで
制作しました。
　ゲームに登場する衣装を元に、
下の公式絵のイメージで作りまし
た。
　柔らかい感じの表現を目指して
ファンシーな色合いで塗りました。

制作時間約９０時間



→目や眉毛をエポキシパテで立体的に造形し、
ぬいぐるみっぽい存在感を目指しました。



ウルトラマンレオ
『ウルトラマンレオ』

　スカルピーと一部エポキシパテを
使い、彩色はシタデルカラーで制作
しました。

　劇中のスーツではなく個人的な
ウルトラマンレオのイメージで体型
を少しマッシブにアレンジを加え、
夜の雨の中上がるようなシチュエー
ションで仕上げました。、

制作時間約６０時間



→ブルースリーのような体型をベースに
スーツよりも漫画的でヒロイックな造形で
作りました。

↑胸のスタッズのような造形は、エポキシ
パテを一つ一つ貼り付けました。

→体色の赤やマスクの色味を暗めに、
目とカラータイマーを白寄りの明るめに
彩色することで発光しているような表現を
目指しました。



シルバブルーメ
『ウルトラマンレオ』

　スカルピーで原型を作り、クリア
レジンで複製した物にエポキシパテで
造形の追加・彩色をして、レジン液の
入った瓶に入れ硬化させて制作しま
した。

　危険生物を採取したかのような
シチュエーションで制作しました。

制作時間約７０時間



↓メダカを触手で捕食しています。

↑本体のレジンが未硬化の状態であらかじめ作っておいた
内臓パーツを硬化直前に中に沈めて制作したので、内臓
パーツの位置が偏ったり浅すぎたりしてもやり直しが
きかず納得のいくまで繰り返し内臓を作り直していました。

↓制作案１『レオとのヴィネット風ジオラマ』

↓制作案２
『消化液で床を溶かしているシルバーブルーメ』



パラダイスキング
『クレヨンしんちゃん  嵐を呼ぶジャングル』

　スカルピーとエポキシパテを
使い、彩色はアクリルガッシュで
制作しました。

　腰のうねりや独特な体型の表現、
サイケデリックな色合いでクレヨ
ンしんちゃんの登場人物らしさを
再現するように努めました。
　　

制作時間約７０時間



↓二次元彩色と呼ばれる手法を用いて塗装しました。



前田太尊
『ろくでなし BLUES』

　片桐裕司さんの彫刻セミナーに
参加した際にNSP 粘土で製作しま
した。

　特徴的な表情を唇だけでなく、
周辺の筋肉との連動を意識しながら
実在の人物のように仕上げました。

制作時間約２０時間



ウマ

　動物造形の課題でスカルピーを
使い制作しました。

　走っているときの競走馬の後ろ
に向いた耳や乱れるたてがみ、
開いた鼻などで臨場感を表現しま
した。
　

↓競走馬のウオッカをモチーフに制作し、
正面から見えるたてがみはウマ娘のウオッカを
意識して少し右に流してみました。

制作時間約４０時間



アカウミガメ

　動物造形の課題でスカルピーを
使い制作しました。

　首や手足の付け根辺りの肉が
寄る感じの表現が綺麗にできる
ようにこだわり、私が個人的に
好きなガチャガチャフィギュア
の『ネイチャーテクニカラー』
シリーズのような浮遊感のある
構図を目指して作りました。
　アカウミガメ特有の目つきや
頭が大きめな体のバランスが上手
く作れたと思っています。

←右足の付け根辺りと台座の海藻部分に支柱を
隠しています。

制作時間約４０時間



ヒト 制作時間約１５０時間

　フィギュア造形の課題で制作
した女性人体で、ミリプット
エポキシパテを使い制作しま
した。

　キャラクターではない人物の
体のバランスやリラックスした
ポージングの表現に努めました。

↑原型画像になります。



バッファローマン
『キン肉マン』→

↑範馬勇次郎
『範馬刃牙』

↑両津勘吉
『こちら葛飾区亀有公園前派出所』

↑ジャヒー様
『ジャヒー様はくじけない！』

ドラえもん
『ドラえもん』→



↑↓浜田雅功『ガキの使いやあらへんで！』

→盲目の少年
『ドラゴンボール』

→サンシャイン
『キン肉マン』

ウルトラマンノア
『ウルトラマンネクサス』↓



↑山崎邦正『ガキの使いやあらへんで！』

←阿部寛
『あったかハイム』

↓木村拓哉

↓ザ・マン『キン肉マン』

↓マンモスマン『キン肉マン』



このページに載っている物は２０２２年 6月２４日現在制作中の物になります。

↑ボボボーボ・ボーボボ
『ボボボーボ・ボーボボ』

↑ブラックジャック
『ブラックジャック (OVA)』

↓タイラント『ウルトラマンタロウ』

↑ダイタクヘリオス
『ウマ娘プリティーダービー』



ご覧くださりありがとうございました。


