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Profile
Freelance Artist & Designer

２

kaorikid

1996年生まれ

フリーランスの作家兼デザイナー
専門学校動画非常勤講師

セル時代のアニメを想起させるノスタル
ジックな作風、カラフルな配色が特徴。

2016年度から kaorikid 名義で活動を開始
し、イラストを使用したアートワーク、絵本、
アニメーション作品を制作している。

2018年から劇団三毛猫座に役者、制作と
して所属。
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Genre
制作ジャンル

Illustration
Animation&Video

Design

Other
イラストを使用したアニメ、動画、デザイン制作をしている。
ジャンルを跨いで制作することによって双方の表現の幅がひろがり、互換
性を測りながら、一貫したテイストで作品を作ることができる。

小さい頃読んでいたアニメや漫画は、まさしく私にとって、「全く違う世界
を覗き見るための窓」だった。
映画やコミック、アニメといったエンターテイメント作品は、楽しむ人々に、
彼らの持っていない価値観を自然に取り入れさせる。私は自分の作品を楽
しむ人々が、彼らにとって新しい何かを発見できることを願っている。

Concept

おはなしから覗く愛しい世界



2021年　clipstudio/photoshop

Illustration



カラフルでノスタルジックなカラーと、作品の中で生き生きと描かれるキャラクターが特徴。
どこか懐かしく、物語の中の一部を切り取ったような作風。

2019年　photoshop 2019年　photoshop

2021年　Clip Studio

5

Illustration

kaorikid
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2021年　Clip Studio
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イラストの制作をしない期間に、実験的なカラースケッチを行う。
新しいものの質感のとらえ方、色のとらえ方、表現方法を模索する。また、写真では伝わらないその人らしさ、ものらしさをとらえる。

kaorikid
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2021年　clipstudio/photoshop

Animation

2021年　clipstudio/photoshop2021年　clipstudio/photoshop2021年　clipstudio/photoshop



Animation
Phases
(2021)

月と心の満ち欠けをテーマにした。実際の月はいつでも丸いのに、私たちの目には陰っている部分が見えないから、「半月」と呼んだ
りする。人の心も見えないのに、満たされない、満たされる、といった表現をする。制作の際は鉛筆で描いた原画をスキャンし、AE
で編集した。手書きアニメーションは初の試みだったので、動きに苦戦した。

1分 15秒

制作実績
絵コンテ (1日 )
↓
線画作成 (３日 )
↓
清書 (一週間程度 )
↓
動画編集 (3日程度 )

●実績
第16回月のアート展
入選作品
●月のアート展　展示参
加（10/9 ～ 10/24）
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Animation

1分 15秒

kaorikidkaorikid

kaorikid



Practice animation
（2021）

Animation

2020年から、After Effects、Clip Studio Paint
を利用したアニメーション制作に取り組んでいる。

9

kaorikidkaorikid

kaorikidkaorikidkaorikid



2021年習作　短編アニメーション
Clip　Studio
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Design

●実績　
楽曲アートワーク制作
Crying Over Moonlight feat. シトナユイ /DJ HASEBE さま (2021)
インスタグラム経由のご依頼で、DJ HASEBE さんの新曲「Crying Over Moonlight feat. シトナユイ」のアートワークとリリックビ
デオを制作した。私の過去作品がジャケットイメージに合っていたようで、それに沿ってスムーズに制作を進めることができた。
DJ HASEBE
Twitter : https://twitter.com/djhasebe
Instagram : https://www.instagram.com/oldnick/

シトナユイ
Instagram : https://www.instagram.com/shetona_yui/
Twitter : https://twitter.com/shetona_yui
YouTube : https://youtu.be/stKUSfn_hK0

Jacket design＆Lyric movie by kaorikid

kaorikid

kaorikid
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https://www.youtube.com/watch?v=stKUSfn_hK0
Spotify、apple Music 他、各種配信サイトで配信中

ジャケットイラストを使用したリリック
ビデオも制作した。口部分をAdobe 
Animate のリップシンク機能を使用し
ている。２週間程度で納品。

kaorikidkaorikid

kaorikidkaorikid
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Design

●実績　
楽曲アートワーク制作
#Follow me AZU feat. MAE/AZUさま (2021)
大人かわいい /レトロかわいいをコンセプトにジャケットイラストを制作。
一か月程度で納品。clipstudio・photoshop

#Follow me AZU feat.MAE
作曲MANABOON Sonomi Tameoka
作詞 AZU・MAE
Recorded : Atsushi Hattori at glor 103 studio
Mix&mastering engineer : Mine-chan
Design: kaorikid

Spotify、apple Music 他、各種配信サイトで配信中

kaorikid

kaorikid
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●実績　
動画用イラスト制作
ココナラ、個人のお客様 (2021)

イラストラフ案

ココナラのご依頼で、個人制作の楽曲 PVの中で使用するイラストを制作した。 ご依頼者様の台本を元にキャラクターデザイン、カット
の提案などを行っている。

kaorikid
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Design

●実績　
動画用イラスト制作
ココナラ、個人のお客様　二度目のご依頼 (2021)

イラストラフ案

kaorikid

kaorikidkaorikidkaorikid



●実績　名刺ショップカード制作 (2021)
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個人のご依頼で、占い師さんのショップカードをデザインした。
表面はお店のコンセプトの「本当の輝きを知る」になぞらえて、日本語部分と一部の絵柄を少し見にくい（じっくり見ないと見えない）
色合いにしている。

kaorikidkaorikid
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Exhibition

2022年 2月 21日 ~3月 6日
月と太陽のお話
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Other

京都の Sandwich & Coffee Eins で 2022/2/21~3/6 の期間、イラスト、映像作品の展示、上映会を行った。

▲上映会の様子 (3/6)
◀展示の様子

◀展示DM

kaorikid
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Exhibition

2020年 12月 3日 ~28日
お話から覗く愛しい世界
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京都の聖護院のNitro で 2020/12/3~28 の期間、イラスト、映像作品の展示を行った。

展示スペースに問い合わせ→12月に展示決定
告知開始（告知用の画像制作）
告知画像・名刺等入稿　
（～30日までインスタで毎日展示準備の様子を投稿）
フリーペーパーを制作
電子書籍化された作品の権利関係を出版社に問い合わせ
展示方法の検討、告知DM、名刺
フリーペーパーが到着
展示場下見　採寸
展示場周りの下見
木工制作②、朗読劇の告知
展示用の映像編集
DM送付
出版社から作品の利用許可
劇団三毛猫座の朗読劇オンライン配信の開始
木工制作②
設営
展示開始
展示場周りのおすすめスポット・イベントを紹介　
展示物の追加　インスタライブ
展示終了
撤去

10/30
10/31
11/1

11/4
11/6

~11/9
11/11
11/14

11/15
11/16
11/18
11/20
11/21
11/28
11/29
12/3
12/5

12/28
12/30

展示までの大まかなスケジュール

kaorikid

kaorikid展示スペースに問い合わせ→12月に展示決定kaorikid展示スペースに問い合わせ→12月に展示決定
告知開始（告知用の画像制作）kaorikid告知開始（告知用の画像制作）kaorikid10/30kaorikid10/30

10/31kaorikid10/31

展示までの大まかなスケジュールkaorikid展示までの大まかなスケジュール



Installation art

声の保管
(2019)

Other
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コンセプト
写真や絵、映像を記録に残して保存しておく文化はあっても、人の声を残しておく文化はあまりない。亡くなった祖父たちの声は私の
記憶の中にしかなく、私が大切にしている人たちの声も、歳を重ねるごとに変化してしまう。声を保管する手段は、ないだろうか。

作る前段階でも20人弱、実際に録音するために30人弱の協力があった。

木材、金具、レコーダー
●実績
2019年 8月 4日
京都市立芸大オープンキャンパスで展示

kaorikid

kaorikidkaorikid



Installation art
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2020年　京都市立芸術大学作品展に卒業制作として展示。
シルクスクリーン、ビニール。
架空の SNSの女性りおちゃんを作り、SNSで見えている部分の表面性を作品にした。

理想の女
(2020)

kaorikid
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Produce

劇団三毛猫座

劇団の制作として、制作 (広報、当日運営 )などを行う。
●実務範囲
劇の広報：SNS更新、プレスリリース制作、広報用映像編集、写真編集、チラシの挟み込みや設置依頼、当日の受付補助など（劇団三
毛猫座、劇場バイトなど）

2015年に京都市立芸術大学の学生を中心に主宰 neco によって旗揚げ、活動開始。
作り込んだ抽象的・装飾的な舞台美術の中で発せられる、多量の言葉を特徴とする。
演劇に留まらず、朗読劇や、言葉を用いたパフォーマンス作品も制作。
文字化された物語を音楽的な音として立ち上げ、見るだけでない” 聞く舞台” としての空間を制作する。
また、招猫企画と銘打ち、舞台芸術以外の音楽・アートのアーティストとのコラボレーションも積極的に行い、言語表現と他ジャンル
との融合による舞台芸術の可能性を探る。
京都市内を中心に活動。
HP gekidan-mikeneco.com
Twitter ＠Mikeneco_za（https://twitter.com/Mikeneco_za ）
Facebook https://www.facebook.com/mikenecoza/
【お問い合わせ先】
劇団公式メールアドレス
mikeneco.info@gmail.com
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2015年に京都市立芸術大学の学生を中心に主宰 neco によって旗揚げ、活動開始。
作り込んだ抽象的・装飾的な舞台美術の中で発せられる、多量の言葉を特徴とする。
演劇に留まらず、朗読劇や、言葉を用いたパフォーマンス作品も制作。

Other

kaorikid

kaorikidTwitter ＠Mikeneco_za（https://twitter.com/Mikeneco_za ）kaorikidTwitter ＠Mikeneco_za（https://twitter.com/Mikeneco_za ）
Facebook https://www.facebook.com/mikenecoza/kaorikidFacebook https://www.facebook.com/mikenecoza/kaorikid



Freelance Artist & Designer
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kaorikid’ｓPortfolio
END

Windows 

Adobe CC契約済
photoshop /4 年程度：画像加工、レタッチ
Adobe illustrator /2 年程度
Adobe After Effect /3 年程度：簡単なパペッ
トアニメーション、コンポジション、色彩調整
など可
CLIPSTUDIO PAINT /3 年程度 

その他簡単に操作可能なAdobe ソフト　

レトロ / ノスタルジック / 暖かい /優しい /か
わいい /繊細 /カラフル /ロマンティック /恋
愛 /20代～ 30代の女性的な趣向

Experience
▼制作環境 /経験年数 : 実務可能な範囲

My Style
▼得意なスタイル

2016年
京都市立芸術大学へ入学

2017年
・劇団三毛猫座に所属（※現在も在籍）

2019年
・文芸社現代詩大賞 優秀賞「詩集 唇が紅くなけれ
ば」　

2020年
・第二回 izure 大賞 入賞 「後でデートでもどうか
しら」
小さな個展「お話から覗く愛しい世界」を開催

2021年
kaorikid 開業。フリーランスになる。

・楽曲アートワーク制作　Crying Over 
Moonlight feat. シトナユイ　DJ HASEBE
・「Phases（満ち欠ける）」第16回月のアート展
入選
・楽曲アートワーク制作　#Follow me AZU 
feat.MAE

2022年9月3日制作

連絡先
info@kaorikid.com


