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野村　陽花大阪デザイナー専門学校グラフィックデザイン学科



Profile

大阪デザイナー専門学校

グラフィックデザイン学科グラフィックデザインコース

2000年1月27日生まれ

和歌山県出身

野村 陽花 /Nomura Haruka 第 2 外国語でスペイン語を学びたかったため
国際交流科へ進学しました。
部活はイラスト部に所属していました。

和歌山県立星林高等学校 国際交流科

3 年間郵便局の窓口業務に従事していました。
職場ではお客さま対応や手続き業務、販売など
様々なことを経験させていただきました。

日本郵便株式会社近畿支社 入社

使う人・見る人が楽しいと感じるようなものを作る
デザイナーになりたいと考え日々励んでいます。

大阪デザイナー専門学校 入学

Skills

入学当初から使用しています。画面構成や文字のデザインの他に簡単なイラストなどはIllustratorで
制作しています。

専門学校に入学する以前からPCで絵を描くとき使用していたアプリです。
最近はPhotoshopで絵を描くことが多いですが、こちらも使用年数が長い分使いがってが良いのでたまに
使います。

2021年秋頃から本格的に使用しています。写真の加工や切り抜き、モックアップの制作で主に使用して
います。また最近は趣味の絵をこちらのアプリで描くことが多いです。

好きなこと

息ぬきによく絵を描きます。
アナログ・デジタルどちらも好きです。

読書が好きです。最近は横溝正史の
金田一耕助シリーズを読んでいます。

時間があるときは映画鑑賞もします。
「ハリー・ポッター」が小さい頃から
大好きです。

レジンを使用したハンドメイドが趣味です。
最近はコンパクトミラーをアレンジするのに
はまっています。
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size 515×728Ai

Poster
01 大丸松坂屋百貨店 京都店 ポスターデザイン
Adachi Design Award 2021京都店賞受賞



掲載イメージ

コンセプト：「寄り添い」
京都という地域の風土や文化を活かしたイベントや取り組みを行っている大丸京都店だからこそ表現でき
る、その土地や人々の生活に寄り添ってきた歴史を表現しました。

ターゲット:百貨店にあまり馴染みのないZ世代

選択店舗:京都店

課題テーマ：「百貨店を、Thinkする。」

背景色については左は様々な技術が発達した現代を表現するため水色に、右は過去の懐かしさを表現す
るためあたたかさを感じる橙色にしました。またメリハリを出すためにベタ塗りではなくグラデーションを使
用しています。
全体のトーンはコンセプトである「寄り添い」から連想されるあたたかさ・優しさのイメージを保つため彩度
を上げすぎないよう心がけました。

配色

コンセプトが決定した後、「寄り添い」を視覚化するためのデザイン案を考えました。
絵柄は京都の和と素朴さを表現するためアニメっぽくなりすぎないようデフォルメしシンプルなものを意識
しました。またシチュエーションを伝えるため人物をしっかりと描いています。

ラフスケッチ
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自分の性格や特徴、趣味などから連想し、自己表現ポスターを制作する

課題テーマ：自己表現

コンセプト：人生路線図

進路や選択肢を視覚化することで今までの自分を表現
自分で見ても現在までを振り返ることができる作品になっている

和歌山からの通学なので約1時間半電車に乗っている
元々車窓からの景色を見ることが好き

一度高卒で就職しているため今まで進路のことで紆余曲折
してきた経験

路線図×今までの人生設計

コンセプトは路線図×人生設計と真面目なものでも、あくまでポスターなので視覚的に美しいものにす
るため線という少ないにしつつカラフルなものにしました。
実際選んだ進路は他のものより強調するため、目立つ赤を使用しています。



size 297×420Ai

03 ゼクシィ広告ポスター

コンセプト：「居場所の安心感」
今回の課題テーマに関して私「結婚」を結婚以外の生活の形も知り、結婚した時の様々な起こりうることを
踏まえた上での強い意志の表明と解釈しました。それにより得られる居心地が良く安心できる空間をデザ
インで表現しました。なのできらびやかさ・華やかさよりは、安心感・安らぎを見た人に感じさせられるもの
にしました。

ターゲット：結婚を意識いている20代～30代女性

ゼクシィの広告に使用された「結婚しなくても幸せになれるこの時代に私は、あなたと結婚したいのです。」
というキャッチコピーから連想してポスターを制作

課題テーマ：自己表現

あたたかさを表現するために暖色をメインにしました。
画面にメリハリをつけるために補色である緑を使用しています。

結婚を連想させる指輪や花嫁のヴェールのモチーフを
入れています。



動物のデフォルメと英語表記の名前を組み合わせたポストカードです。
モチーフの特徴を1つピックアップし、それを強調した画面にしベタ面での配色や構図
も意識しながら制作しました。 

コンセプト：飾りたくなるようなポストカード
ポストカードを受け取った後も部屋に飾りたくなるようなグラフィックアートを意識した
デザインにしました。あまりイラスト風になると好き嫌いが別れてしまうので、リアルに
はせずあくまでグラフィックデザインの範囲内にするよう意識しました。

size 100×148Ai

Postcard
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Flyer

size 210×297AiPs

01 イベント告知チラシ



メンバー4人の写真をメインビジュアルに動きのあるレイアウトと、シャープなデザインを目指しました。

一部を大幅に伸ばすことや影をつけることで動きを
表現しています。

「高みへ進む動き」を表現するために上昇を
表す右肩上がりのモチーフを使用しました。

ラフスケッチ

コンセプト:「Higher Climber」という曲をメインに「今より上さらに高みへ」をテーマに

ライブタイトル:「To heights」（高みへ）

告知内容詳細

イベント:HOWL BE QUIET（バンド）のライブ

下記の3色を主軸にキリッとしたかっこいいイメージにするための配色を心がけました。
背景色のグレーに薄く模様を入れることで奥行きを演出し、「高み」を表す右上には光が差し込んでいるよ
うなグラデーションを入れました。

配色



Ai

架空のハンドメイド雑貨店のショップツールを制作しました。
ショップと商品イメージに合うよう、「繊細かつ優雅」をコンセプトにツールをデザインしました。

02 ショップツール



ショップカード(91×55)
ショップロゴは店名である「ダリア」の花の特徴をモチーフを
もとに丸く可愛らしいデザインにしました。

DM(100×148)
持ち帰ってもらう時、小さいカバンでも入りやすく邪魔にならないようにハガキサイズにしました。

LP
ショップイメージとずれないよう余白の取り方や
配色を意識しました。
またフレームや飾りを入れることで画面に動きが
出るようにデザインしました。



Web 上での服・コスメの商品バナーです。ひと目見て商品の見た目や雰囲気が伝わるよう制作しました。
またデザインと商品のイメージが相違しないよう制作する上で注意しました。

Product banner Ai Ps

洋服のセールスポイント（プリーツ部分やサイドのレース模様など）をメインにアピールできる
ようなデザインにしました。
また周りのフレームや装飾などは商品の雰囲気・イメージに沿ったものを使用しています。



リップの色味や最近ではマットやグロスなどの質感で選ばれることが多いので、それらの部分も
一目で伝えられるようなデザインにしました。
また可愛らしいデザインにも多くのテイストがあるので今回制作した2点のバナーで異なる可愛い
を表現するよう意識しました。



Typography
Ai



New Typeface
Ai

惑星記号から着想を得て独特の曲線や丸みを意識しました。
また装飾で星と軌道をイメージした丸と線のモチーフを加えています。

Planetype

まるさんフォント
丸と三角を使用し積み木のような配色でシンプルかつかわいいイメージにデザインしました。
図形の線をなしにすることで前後関係ができ要素が密接していてもごちゃついて見えないようにしています。



01 ダブルウォールカートン

AiPackage

商品の色や柄を活かせるハンカチのギフトパッケージ



プレゼントとして贈ることの多いハンカチを物だけでなくパッケージも可愛らしくギフト用にする
ことで特別感をデザインしました。
手軽にプレゼントとして人気のハンカチですが、既存のギフトパッケージと差別化するため平
たい長方形の形が多いものを立方体にしました。
また中身のハンカチも贈る人が贈られる人のことをじっくり考えて模様や色を選んだもので
す。なのでそれらのこだわりとパッケージを掛け合わせ、貰った瞬間から可愛いと感じてもら
えるようなデザインにしました。

コンセプト：貰った瞬間から「可愛い！」と感じるデザイン

展開図

ハンカチを丸めて入れるのでシワがつきにくいです

ターゲット:女子小・中学生



日本酒のきっかけを作るパッケージを兼ねたショッピングバッグ

Shopping bag  Ai



展開図

ロゴ
商品名は日本酒を知るきっかけになるようにという思いを込めて
夜のはじめ頃という意味である「ヨイノクチ（宵の口）」にしました。
カタカナ表記や文字の組み方を2 段にすることで、硬さのないやわら
かなデザインになっています。　

和柄の要素を残しつつ新しさを表現するため、従来の和柄にアレンジを加えました。またターゲッ
ト層に合わせてかわいらしさを意識しつつ子供っぽくならないように、柄や色を入れる部分とシンプ
ルにする部分のメリハリをつけました。
またショッピングバッグの形も風呂敷をモチーフに、底を六角形にし口をスウェード紐で絞っていま
す。

コンセプト：日本酒の入口になるようなショッピングバッグ

左から青海波、市松模様、七宝をアレンジしています。

和柄

ターゲット:日本酒をあまり飲んだことない20代～30代女性

商品:日本酒(300mlの瓶)

課題テーマ：「目立ち効果」の高いショッピング



ポップアップ ( メッセージカード )
size 70×70 (カード 68×68 )

展開図

デザイン

様々な街の風景のメッセージカードです。4つそれぞれで異なった雰囲気の街にしつつ
絵柄には統一感を出しました。カード部分も封筒と合うようにデザインしています。

Paper items
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size 210×297Ai

趣味で制作したカクテル×女性をテーマにしたイラストです。
女性らしい曲線をいかに美しく見せるかを考えました。

Picture



size 297×420

アイデアシート

優秀賞受賞

Ai

VerQ 用途開発アイデアコンテスト

Idea


