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『隔月刊スケールアヴィエーション』のコーナーイ

ラストを担当し始めたのは、その頃製作ライター

をしていた友人の紹介が切っ掛けでした。日頃手

掛けているゲーム系のイラストは制約が多いので

すが、本誌では飛行機縛りがあるものの自由度が

高く、気になっていた作画方法を試せるなど毎回

楽しく描いています。連載当初はタブレットでグ

リグリと描いていましたが、作画環境も日進月歩

でペイントソフトも標準で3Dを搭載する時代に

なりました。新しい技術が出来るたびに付いてい

くのに必死になっています。ゲームの商業イラス

トなどあまり名前の出ない仕事をしてきたので、

この度「Kuratch!画集」として私の作品を発表でき

ることをとても嬉しく思います。昔の自分のイラ

ストを眺めていると気恥ずかしいところもありま

すが、お楽しみいただければと思います。

I started drawing illustrations for Scale Aviation magazine 
when I was introduced by a friend who was a writer at 
that time. There are many restrictions on the game-related 
illustrations that I usually work on, but in this magazine, 
there is a high degree of freedom and I always have great 
time illustrating. At the beginning of the series, I used to 
always draw with a tablet, but the drawing environment is 
constantly advancing, and paint software is now equipped 
with 3D tools by default. I am desperate to keep up with 
new technologies as they become available. I've done a lot 
of uncredited work such as commercial game illustrations, 
so I'm very happy to be able to publish my work under my 
name. It's a little embarrassing to show illustrations from 
my early days, but I hope you enjoy them. 

Introduction
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1965年11月17日北海道生まれ。イラストレーター
北海道東海大学 芸術工学部 デザイン科卒
スズキエンジニアリング（旧ベルアート　プロダクトデザイン部）入社
NIFTY SERVEにて活動後、PCゲーム『メビウスリンク』にキャラクターデザ
イン担当として参加。その後、デザイン事務所ソート設立、現在へ至る。

●書籍　地球連邦の興亡シリーズ表紙（徳間書店）／SFマガジン挿絵・表紙
／リングワールドシリーズ表紙（早川書房）／銀河帝国興亡史 メカデザイ
ン／パソコンでイラストを描こう メカロボット編／プロ絵師の作法 キャ
ラクター・ポーズ・構図で魅せるイラスト上達テクニック（サイドランチ）
他
●カードゲーム　Z/X ラグナロクオンライン ディメンション・ゼロ（ブロ
ッコリー）／モンスターハンター・ハンティングカード（カプコン）他
●ソーシャルネットRPG　CATCH THE SKY メインイラストレーター／フ
ァナティックブラッド イベントイラスト／舵天照（クラウドゲート）
●PCゲーム　メビウスリンクシリーズ キャラクターデザイン（I-magic）／
監獄戦艦 メカデザイン（リリスソフト）／フェイクアズール・アーコロジー 
メカデザイン（あっぷりけ）他　　
●スマホTCG　鬼武者Soul（カプコン）／ガールズオンメタル メカデザイ
ン（Izak & Birth Co .,Ltd.）／クロスレジェンド（シリコンスタジオ）他
●アーケードゲーム　CODE OF JOKER メカデザイン（SEGA）
●パチンコ　CRバスタード!!‐暗黒の破壊神‐ キャラクターイラスト

Kuratch!

ABOUT THE AUTHOR
Kuratch!Born on November 17, 1965 in Hokkaido 
Japan
A former designer at an automobile company, Kurachi 
is a freelance illustrator with a unique style of combining 
girls and machines into a single artwork. He has 
previously worked in cooperation with popular Sci-Fi 
simulation games such as the “Mobius Link” series. He 
continues to create illustrations for trading card games, 
Sci-Fi magazines, and various other fields. 
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複葉機のレーサー機が、しかも黄色いやつが
かっこよかったんで描こうと決めた。それに乗
せるためにポージングも考える

微調整を繰り返し、本格的に塗り始める

この時点で顔と水着の形状をある程度決める。
ここでポーズは変えないように

３Dモデルの機体とキャラの位置を検討したと
ころ、位置関係が合わない事が発覚。エンジン
とプラペラ以外は手描きに変更

細部の書き込みと調整。最終的に髪は黒色に変
更、コスチュームはレースクイーン風にするた
めにチェック柄にした

ここで白黒の画像にカラー調整ブラシで色を置
く。早くヒコーキを描きたい……

女の子を合成して最終チェック。この時点で髪
型と水着のカラーを検討

Seeing a yellow racer biplane gave me the sudden urge 
to draw this one. Landing gear cover seems to be the 
perfect spot to place a girl.  

Adding depth to her skin tone. Paint, ctrl+z, and repeat 
the process 100 more times.  

Finalizing the bikini design and her facial expression. 

While adjusting the 3D biplane to match with the girl, I 
noticed a significant misalignment. I ended up hand-
drawing most of the biplane.

More detail painting followed. I ended up changing her 
hair color from light beige to black. The bikini received 
a checkered pattern to resemble a race queen. 

I begin coloring her using an overlay brush tool. I can't 
wait to start drawing the biplane.

The girl can now be seated on top of the landing gear 
cover. I am brainstorming her hairstyle and the color of 
the bikini. 
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