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村山喜美

Yoshimi Murayama

11 月 13 日生まれ

蠍座

名古屋市緑区育ち。結婚後は転勤族の夫について関西→北陸と移
り住みながら、主に建築業界で仕事をして参りました。が、やはり
腰を据えたい…ということで地元に戻り、子供が幼稚園に上がった
ところで、社会復帰を目指しておりましたら、ご縁がありまして天
空広告に入社させていただきました。
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似顔絵展示室
子供の頃から絵を描くことが好きで、学校の文集の表紙絵や先生の似顔絵などをよく描かせていただいていました。

金沢在住時に勤めていた住宅メーカーで、ホームページ掲載用の似顔絵を広告代理店さんに作っていただいた時の感動

~~~ Topic ~~~

は今でも忘れません。自分も描いてみたい・・・そんな気持ちが天空広告の社長他、社員の皆さんに届き、次は描く側

の人間に。「似顔絵」と一言で言っても、鉛筆画から CG 画まで表現方法は多岐にわたります。広告や名刺でも、いろん

漫画という表現媒体について考える

な似顔絵を見かけますが、リアルな絵からラフなイラストまで、対応出来るデザイナーを目指し、日々研究を重ねて行
きたいと思います。最近始めた似顔絵 100 体トレーニング。一部、ご紹介させていただきます。
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これが下田の仕事！メッセナゴヤ展示会ブース装飾！！
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天空 STAFF 「最近のハマリ物」
NEW FACE ／似顔絵展示室

おまけ展示室

この似顔絵は
私が描きました！

実は某出版社で、漫画賞を受賞したことのある私。担当
になって下さった編集者さんとプロ入りを目指し、切磋琢
磨漫画を描いていた時期がありました。…なりませんでし
たけど（笑）。
「もっと写実的な絵を描く訓練をしてほしい。」
と言われたため、ひたすら実物や写真をデッサンしていま
したが影や線の入れ方をどうすれば？と悩み、ハードル高
すぎの画力を持つ、井上雄彦先生の「バガボンド」の模写
訓練を試みたわけです。この武者修行の成果を、ここ天空
広告で発揮出来れば！と思う所存でございます。

こんなお悩みありませんか？
✓名刺やホームページに顔写真は使いたくないけど名前と顔は知ってもらいたい！
✓広告に載せるスタッフの似顔絵を作りたいけどどこに依頼したらいいのかわからない。
☞☞☞ 天空広告にご相談ください！
発行元／株式会社天空広告

名古屋市緑区定納山 1-301

フォーサイドヒルズ 1F

TEL:052-625-1093

E-mail:info@tenku3.com
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メッセナゴヤ 2018
TO
これが下田の仕事
!
PI
ご参画予定の企業様へ
CS
メッセナゴヤ 展示会ブース装飾！！
２

漫画という表現媒体について考える

開催までに必要なご準備を私にお任せしてみませんか ?

漫画は、日本人が作った文字と絵とコマで表現された読み物。

こちらの写真は
天空広告が昨年手掛けた
メッセナゴヤ出展企業様ブースです

下田で

ーす！

メッセナゴヤ 2018 は、新たなお客様と実際に会ってお話しできる絶好の場所！
出展費も安くはないので、絶対に失敗できないですよね。
そんな大切な機会を天空広告が全力でバックアップします！

文字だけより、パッと見ただけで内容が伝わりやすい。

こんなお困り事ありませんか？

言葉で表現しづらいことでも、絵が代弁してくれます。
写真には出来ない、絵の表情を出すことが出来ます。

展示会出展予定だけど

宣伝したいものは

装飾品まで手が回らない

いっぱいあるけど…

本当はもっと

自社の強みがブースで

目立たせたいのに

上手に表現できない

初めて展示会に
出展するんだけど
何をしたらいいか
さっぱり
わからない

おまかせください！

おまかせください！

おまかせください！

天空広告ではタペスト
リー・スタンドバナー・
のぼりなど、様々な
ブースの装飾品を取り
扱っております。オリ
ジナルの装飾品を作ることに
よってブースの華やかさ・訴求
力が格段にアップ！

もちろん、装飾品だけ
ではなく、パンフレッ
トや会社紹介のムー
ビーなども天空広告で
制作可能です！御社の
ことを御社以上に考え、一番最
適な方法で御社のブースを過去
最高のものにします

天空広告では御社の展
示会での「困った」を
お聞きし、御社に＂今
＂必要な物をご提案い
たします。もちろん、
無駄なコストはかけさせませ
ん。どんなことでもお気軽にご
相談ください！

一般的には、ストーリー漫画や４コマ漫画が主流ですが、
これを広告に活かさないなんてもったいない‼
と、考えるのが天空広告一同です。

天空広告なら

漫画は、こんなことにも

バナースタンド

パンフレット

テーブルクロス

開催までに必要なご準備を私にお任せください！最良のご提案をいたします！
全部おまかせ！
展示会のなにからなにまで

使えるんです！

タペストリー

イスカバー

ノベルティ

メッセナゴヤ 2018 は、新たなお客様と実際に会ってお話しできる絶好の場所！
今なら新規企業様特別キャンペーン中！ 株式会社天空広告
天空広告さんと付き合うの初めてなんだけど…
お気軽に
TEL 052-625-1093
出展費も安くはないので、絶対に失敗できないですよね。
と不安をお持ちの方へ、特別なお知らせです！
お問合せ
FAX 052-625-1094
８/３１( 金 ) 迄にお申込みならお試しの特別
下さい！
そんな大切な機会を天空広告が全力でバックアップします！
〒459-8011 名古屋市緑区定納山１-301 フォーサイドヒルズ１F
価格で御社の展示会をしっかりサポートします！
担当：下田

・新商品の紹介や取扱い説明。
・消費者に知ってもらいたい商品開発の裏話。
・求職者に知ってもらいたい我社のお仕事話。
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DM 開封率
「最近のハマリ物」
新規ア

近況報告

ポ獲得率

・ウチのお店のあんなことこんなこと。
・オリジナルキャラクターのアピール。

制作の流れ
ヒアリング
します

フを
手描きのラ
作成します

・ タッチ等
ストーリー提案します
構成しご

下田／ salesman

近藤／ designer

矢田／ salesman

ル

ボー

ハイ

多分に漏れず︑ビールを飲める量に
限界を感じる年頃に ･･･
︒今はすっ
かり﹁ハイボール﹂派︒ちょっと贅
沢な気分なときは﹁知多﹂﹁竹鶴﹂
を味わっています︒普段は︑アメリ
カスコッチの﹁デュワーズ﹂で晩酌
しています︒

最近３歳になった息子︒私のビジネス
用ベルトを勝手に身に着けています︒
もちろん大きすぎるから２重巻き︒最
近は︑どこに出かける時もこのベルト
付き︒﹁また着けていくのー﹂なんて
言ってるけど実はこの愛くるしい姿に
私がハマってたりする︒

sales
塩谷／assistant

行動

荒野

荒野行動とは携帯のアプリゲームで︑
戦場で武器や防具などの全てを現地で
調達し︑１００人の中で生き残ること
を目指すゲームです︒初心者のうちは
逃げ隠れしまくっても生き残れるので︑
ゲームが苦手な人でも楽しめます︒

村山／ assistant

グミ

レ
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ビジネス用
ベルト？

食欲の秋︒そんな季節など関係なく毎
日食べちゃうお菓子︒ピュレグミ︒し
かも通常ハート型なのに︑ごく稀にレ
アーな形の星型のグミが入っている事
も︒︒︒皆さんも探してみてちょっとし
た幸せな気分を味わってみてください︒
︵噂によると６袋に１個の確率！？︶

コンビニソフト
コンビニで毎年期間限定で発売される
ソフトクリームが大好物なんですが︑
今年もその季節がやってきました︒濃
厚な風味とほどよい甘さがたまりませ
ん︒今年は早めの発売になってうれし
い限りです︒これからコンビニに通い
詰めることに 笑
( )

UP!!

アイロンビーズ
とある病院で作らせてもらったら︑す
っかり娘とハマってしまったアイロン
ビーズ︒ディズニープリンセスを作っ
たら︑見本もないのに王子様を作りき
った３歳の娘︒︒︒パーフェクトセット
買ったのに︑もうビーズがない︒︒︒買
い足さねば！

DM 開封率
新規アポ獲得率

カラー
ペン入れ ・ 書します
清
仕上げ等

岡崎／

CEO

