
TAM-TAM  FILE

田村映二の仕事



19 5 6年   静岡県沼津市に生まれる 日本大学芸術学部美術学科卒業

　　　　　グラフィックザイナー経てフリーとなる

19 8 5年   イラストレーション誌「ザ・チョイス」入選

19 8 6年   J ACA’8 6日本イラストレーション展入選

19 8 7年  　 原宿「スペースAD2000」個展

　　　　　「西武デパート」個展

19 8 8年  「年鑑日本のイラストレーション　」入選

　　　　　　日本テレビ「美の世界」出演

19 9 1年  　銀座・牧神画廊「イラストレーターの陶芸展」

19 9 2年  「年鑑日本のイラストレーション」入選

19 9 5年   新宿三越美術館「ミュージシャン創作展」

　　　　　新宿ミロード「ウインドウアートディスプレイ」      

   　　　　　国際カレンダー展「銀賞」受賞

19 9 6年   全国カレンダー展「日本印刷産業連合会会長賞」受賞      

  　　　　　国際カレンダー展「銀賞」受賞

19 9 7年　　名古屋万博ポスター制作

19 9 8年   沼津にギャラリー・アトリエ「タムタ　ムハウス」完成

2 0 0 1年  小学校音楽教科書表紙（1年～６年生）

2 0 0 2年  「国土交通省」年間イメージポスター5作品制作

2 0 0 3年  NHK教育TV「お母さんといっしょ」イメージTGV制作

2 0 0 4年  沼津燦々大使に任命される

　　　　　　大阪「高島屋」展覧会

　　　　　　静岡「松坂屋」展覧会

2 0 0 5年  銀座「伊東屋」個展

　　　　　沼津夏祭りポスター制作

2 0 0 7年  清水町「サントムーン」巨大装飾オブジェ制作

　　　　　全国カレンダー展「日本印刷新聞社賞」受賞

2 0 0 9年  静岡県沼津市獅子浜に「タムタムギャラリー」開設

　　　　　　原宿「カワイイ展」・NHKBS-TV

                     「東京ファッションシーン」海外に紹介される

2 0 1 0年  台湾ケーキ屋「B i e n」ディスプレイ・パッケージデザイン

　　　　 「箱根・彫刻の森美術館」個展

2 0 1 1年 「住友商事カレンダー」実行委員会奨励賞受賞

　　　　 韓国「トレンドフェア」招待出品

2 0 1 2年 「みんなのハワイアンズ」フラガール制作

　　　　　「第二東名・掛川」巨大オブジェ制作

2 0 1 3年　　台湾花蓮「田村映二美術館」　　開設



TAMURA
EIJI
TAM-TAM  CUBE
DEORAMA  BOX
TAM-TAM HOUSE
TAM-TAM GALLERY
WORKS
TAIWAN MUSEUM



TAM-TAM CUBE 作品：リリイ





サントムーン静岡県清水町 /巨大オブジェ（太陽の広場）サイズ：左右約 20ｍ

サントムーン／装飾オブジェ
●ショッピングセンターのイベント広場が
タムタムキューブでワクワク空間に。



サントムーン（静岡県清水町）/巨大オブジェ（太陽の広場）サイズ：左右約 20ｍ

太陽の広場／装飾オブジェ

サントムーン（静岡県清水町）/巨大オブジェ（月の広場）サイズ：左右約 15ｍ

月の広場／装飾オブジェ



伊豆洋らんパーク（静岡県伊豆の国市）/巨大オブジェ（IZU WORLD のイメージ）サイズ：左右約 6ｍ

装飾オブジェ・IZU WORLD
伊豆洋らんパークのエントランスに
伊豆をイメージした楽しい作品を取
り付けました。伊豆の太陽、海、新鮮
な食材、ワクワクしてくる感じです。
是非見に行って下さい。







イオン志都呂（正面玄関）ディスプレイ

イオン志都呂（廊下）バナーイオン志都呂（吹き抜け）

X’MAS DISPLAY
＜イオン志都呂＞

●イオン志都呂は静岡県最大のショッピングモールです。クリスマスオブジェのディス
　プレイと同時に［TAM-TAMWORLD」の展覧会も開催されクリスマスムード一色です。



イオン志都呂（吹き抜け広場）巨大なタムタムクリスマスツリー 飛行機に乗ったサンタクロース

イオン志都呂（吹き抜け広場）

●イオン志都呂の巨大吹き抜けがクリスマスの楽しい空間に。
X’MAS DISPLAY



東京新宿ミロード /ディスプレイ（外壁ウインドウ）

東京新宿ミロード /ディスプレイ（通路ウインドウ）

STREET  GALLERY
＜新宿駅南口ミロード＞

●デパートのショーウィンドウにイラストを展示し、ストリートが楽しい
　ギャラリー空間に。通行人の目をひきます。



新宿南口・ミロード /ディスプレイ（外壁ウインドウ）

新宿ミロード /ディスプレイ（通路ウインドウ設置風景）

STREET  GALLERY デパートのショーウィンドウの前で多くの人が記念写真を撮影していきます。



店内装飾/
（イタリアンレストラン）

●イタリアンレストラン店内の空間に合わ
せて制作した原画 7点が展示されてます。

お客さんはそれぞれ好みの作品の前で食事を楽しむ事ができる。

カンパーナ店内



デッキ席は美しい海が目の前に眺められます。

ギャラリー室内 ブルーベリーパンケーキフレッシュハーブティは自家製です。お勧め！

TAM-TAM  GALLERY
●沼津市の獅子浜 22-28 にタムタムギャラリーがあります。海が目の前の素晴らしい
　ロケーションです。絵を眺めながらお茶と食事が楽しめます。TEL.055-933-2030



工藤夕貴さんと大橋のぞみちゃん。

工藤夕貴さんとタムタム。

タムタムギャラリーのスタッフと関係者もエキストラとして出演
しました。

沢山のロケスタッフでタムタムギャラリーの駐車場は車で一杯です。

タムタムギャラリーで工藤夕貴さんと大橋のぞみちゃんが話を
するシーンの撮影です。

映画のロケ
タムタムギャラリーで

2010.8/28（SUN)

タムタムギャラリーが 映画の ロケ現場として使
われました。大橋のぞみちゃん主演の映画でソフ
トバンクのCF に出ているワンちゃん（カイ君）と
旅をする映画だそうです。2011 年お正月公開で
「わたしとクータの小さな冒険」という映画です。



毎月第二金曜日にシャドウBOX教室が
行われています。

和気あいあい楽しい教室です。
初心者大歓迎！お問い合わせ：　

055-933-2030（タムタムギャラリ -）

シャドウ BOX
教室

※予約頂ければ土日・祭日のシャドウBOX教室一人からでもお受けします。
道具貸し出し、カ−ド＋飲み物付き￥3,500/PM1:00~5:00



TAM-TAM HOUSE（静岡県沼津市）

TAM-TAM HOUSE（アトリエ）光が燦々と降注ぐアトリエ。
東京と沼津との往復生活ですが最近ここでの作業が増えてます。

TAM-TAM  HOUSE ●田村映二の仕事場
　　と生活空間です。



TAM-TAM HOUSE のコンセプトは光と風です。仕事場はいつも明るい日差しであふれています。

本棚の上やあらゆる所にオブジェが溢れている。

TAM-TAM  HOUSEアトリエ /



DIORAMA BOX（TAM-TAM HOUSE リビング )

BEACH BAR 月の旅人
夕暮れの路面電車

●タムタムハウスのリビングには心に残るワンシーンをオシャレな木箱に詰め込んで
　灯りを点したジオラマボックスが置かれています。インテリアとしても最適。

リビング / TAM-TAM  HOUSE





LIFE  STYLE
●田村映二の制作風景やライフスタイルは数々の雑誌に紹介されています。



ウサギの故郷

イシバシプラザ展覧会（静岡県沼津市）

TAM-TAM CUBE 作品

EXHIBITION展
覧
会

●TAM-TAM WORLD：という愛称で
日本全国のデパートやギャラリー、
イベントスペースで展覧会が開か
れています。



「あしたのジョー」のちばてつや先生も見に来て下さいました。

TAM-TAM CUBE 作品 / セレナーデ

イシバシプラザ（静岡県沼津市）

TAM-TAM CUBE 作品 / 名古屋万博

EXHIBITION/ 展覧会



銀座・伊東屋

浜松・イオン志都呂

群馬・福田屋 大阪・高島屋

新宿南口・ストリートギャラリー

静岡・松坂屋

全国各地のタムタムワールド
●タムタムワールドは全国のデパートや施設の企画展として皆さんに楽しんで頂いています。



TVNEWS ●タムタムの展覧会やタムタムハウス（アトリエ）
　は数々のニュースや番組で紹介されています。



日本 TV『美の世界』出演
1988

今で言うと「情熱大陸」や「プロフェッショナ」のような番組。アナウンサーの井田由美さんと。

日本 TV「美の世界」出演。田村映二の世界が紹介される。（司会の井田由美さん、
美術評論家の榎本亮一さんと）放送終了後、一番最初にかかって来た電話が、世界
的コレクターの北原輝久さんだった。この番組以降、仕事が殺到し、寝てるか仕事
してるかの忙しい日々が続く。



「スターダストレビュー」のメンバーと。
ワーナーパイオニア CDジャケットを
描かせてもらった。
( 楽屋にて）

天才講談師「神田山陽」沼津の飲み屋と海でおにぎり。
NHK教育 TV「日本語であそぼう」出演。
（沼津の海岸で。）

世界一のブリキのオモチャコレクター。
北原照久さん。
テレビ東京「お宝鑑定団」出演。

東レのキャンペンガール・藤井彩香ちゃんと。
（柿田川美術館）

仕事で出会った人達 /友人



沼津を全国にアピールする沼津燦々大使の認証式。

ちばてつや先生がタムタム倉庫に遊びに来てくれた。

沼津出身・水泳の岩崎恭子ちゃん、サッカー監督の山本昌邦さん達と。

沼津燦々大使認証式





日本を代表する漫画家・「ちばてつや先生」子供の頃からな大ファンだった「明日のジョー」について色々質問させて頂きました。

日本を代表する漫画家・「ちばてつや先生」と。（司会高橋恵子さん）

ちばてつや先生と講演会 /市民大学
漫画家のちばてつや先生とご一緒に講演会

をさせて頂きました。「あしたのジョー」の

裏話なども聞けて楽しい時間を過ごせ、沼

津市民の皆さまにも喜んで頂きました。



心の師・原田泰治先生と。新宿伊勢丹展覧会場にて久しぶりの再会。（ イラストレーション誌取材）

ちばてつや先生がタムタム倉庫に遊びに来てくれた。

子供の頃からの憧れの漫画家
ちばてつや先生
「あしたのジョーを
描いてくれる。

心の師・憧れの人





最も尊敬する原田先生の展覧会にこのような形で参加させて頂ける事は認めて頂けたようで光栄であり誇りです。本当に嬉しいです。

原田泰治企画展にも選んで頂けました！
錚々たるメンバーの中、2014 年 3月から行われる



名古屋万博
2005年世界中に誘致ポスターが配られる 愛知県が最後カナダのモントリオールと競い、

名古屋万博の誘致に成功しました。タムタムの
絵がポスターやバンドエイド、トランプや皿絵
となって世界中に配られ誘致に貢献しました。

illustrated by eiji tamura



日本全国のデザイン会社のコンペを勝ち抜き選ばれ決定しました！

小学校の音楽の教科書（1年～6年生）まで使われています。
子供達が音楽を楽しめるような表紙を考えました。

教科書 /国土交通省



おかあさんといっしょ（NHK教育 TV)
タムタムの作品はNHK教育 TV の「おかあさんといっしょ」の TGV や
「NHK教育フェアのポスター」にも使われています。

illustrated by eiji tamura



TVCF/ 深田恭子ちゃんと

大泉・東映撮影所／ロッテのモカチョコレートの TVCF。僕のイラストの中に深田恭子ちゃんが入ってくる。

僕のイラストと恭子ちゃんの実写が CGで合成される。

僕のイラストと同じデザインで実物大の
扉が大道具さんによって作られている。深田恭子ちゃんとマスターとのカウンターでの撮影シーン。

＜ロッテのモカチョコレート TVCF の撮影＞





デパートポスター高
島
屋

高島屋［お歳暮」ポスター

このポスターは日本全国と海外の高島屋で使われました。シンガポール
で見かけた時は嬉しかった！

高島屋［お中元」ポスター



デパートポスター三
越
日本全国の三越に配られるポスターや電飾看板、電車の中刷り広告。
又新聞広告、POPやショッピングバッグにも採用されました



電飾看板（三越イタリアフェア）

日本橋三越本店（入り口付近）POSTER

銀座線（三越駅）電飾看板 地下鉄駅構内・案内告知 POSTER 人気イタリアンシェフ・落合さんと

三越の仕事は随分長い間させて頂いています。世界中のフェアのポスターを描く
のはとっても楽しくて、又世界中の珍しくて美味しい食材が食べれるのが楽しみ
な仕事でした。ベットラの美味しいパスタも役得で頂きました！



ナムコカレンダー 横浜ゴムカレンダー ナショナルパナソニックカレンダー

NICOS カレンダー

栗田工業カレンダー

三菱自動車海外向けカレンダー

三菱自動車海外向けカレンダー

カレンダーの仕事
●これまで田村映二は膨大な量の印刷物を制作してきました。
特にカレンダーは海外でも国際カレンダ－展で賞をとるなど高い評価を受けています。



マリンスパ熱海ポスター ビッグホップポスター NBS ケーキパッケージ

ノースウエスト航空タンブラー

全日空 ANA機内誌表紙 富士通ポスター

みおちずる著 /書籍表紙ぴあ表紙 地球の歩き方（留学）表紙

●田村映二が手がけた企業の
ポスターや書籍の表紙は海外
でも高い評価を受けています。POSTER/ 雑誌の仕事

HONDAプリモ POSTER



CD ジャケット ●スターダストレビュー
●松岡直也など

『ワンアンドミリオンズ』

松岡直也（ベストアルバム）2枚組 松岡直也（ダンスアポンアタイム） 佐々木勉（いつまでもいつまでも）

ステージ全体が CDジャケットと同じ絵柄になっていた
時は，見ていて鳥肌がたちました！

スタレビのメンバー
と楽屋にて

このアルバムが堂々の 1位になりました！
ワーナーパイオニアの担当者から送られてきた FAX。





［夢國旅日記 ] は全て立体で作った人形をパソコン上ではめ込んで作り上げて
いきます。ひとつの絵を作るのに莫大な時間と労力をかけて制作しています。

それぞれのオブジェに合わせてライティングして
人形がイキイキなるように撮影していきます。

絵本（夢國旅日記）制作過程
1 オブジェを立体で制作する。

2 それぞれのオブジェをデジカメで 1点づつ撮影する。

3 撮影したデータをパソコンでキリヌキ、加工して絵の中にはめ込む。

【制作された人形たち】



沼津信用金庫カレンダー

チラシ

沼津夏祭りポスター（Tシャツやうちわにも同じ絵柄が使われました。）

貿易センタービル

沼津夏祭り /沼津信用金庫
●沼津夏祭りのポスターをはじめ『タムタムワールド』は、ぬましんさんの
　通帳やカレンダー、証書は地元の顔として沼津市民に親しまれています。

沼津信用金庫通帳 /キャッシュカード

REPORT



ぐるぐるマップ
●東京と沼津を行ったり来たりしていた僕にとって静岡新聞発行の
「ぐるぐるマップ」は地元の美味しいものを知るのに役立ちました！



沢山の韓国の友人が出来ました！

イシバシプラザ展覧会

貿易センタービル 韓国のアーティスト CHOさんとのコラボは楽しかったです。

なんと招待ブースの中で一番の売れ行きになりました！ トークショーも行われ、日本からシャドウ BOXの田中先生も駆けつけてくれました。

韓国トレンドフェア ●韓国の国際貿易センタービルで行われた
「トレンドフェア」に日本人の招待作家と
して紹介されました。

2011.12/15-18



日本を代表するケーキパテシエ神保さんと。
（ケーキは神保さんのプロデュース）

タムタムがデザインしたケーキのパッケージ。

Bien のビルは 1F から 5F まで総大理石。

店内はカワイイ感じでタムタムの原画が飾られています。

イメージどうりにレイアウトしていきます。

Bien の女性スタッフと記念撮影。

入り口上には巨大オブジェとオリジナルフラッグを取付けました夜はライ
トアップされます。

ショーウインドウにはタムタムのプロフ
ィールが飾られています。

Bien
台湾のケーキ屋 台湾の話題のケーキ屋「Bien」に依頼されてお店をデザインさせて

頂きました。ケーキのパッケージデザインからお店のインテリアま
でトータルでコーディネイトしました。入り口正面に巨大オブジェ
を取付けたりと、大変でしたが楽しい仕事でした。





日本人が 100 年前に建てたお酒の工場跡で一万坪の敷地があります。ライトアップした建物は古城のように美しいです。

美術館内部の壁は黒で塗られ高い天井からは星が輝いています。100 坪のスペースがあります。

田村映二美術館誕生!台
湾

2013.7.23



美術館を入ると僕と紫牟田のプロフィールが出迎えます。

中央リリイの後ろには TAM-TAM WORLD の巨大垂れ幕があります。

紫牟田がデザインしたポスター 28 種類がレンガの壁に飾られています。

5mの長さのジオラマ作品「TOWN&PEOPLE」には楽しげな人と建物が並びます。

夜になると TAM-TAM WORLD のイルミネーションが浮かび上がります。

田村映二美術館台
湾

美術館の内部は空間デザイナーの
紫牟田と協力し合い考えました。



記者発表会は台北の有名ホテルで行われました。

アミちゃんと一緒に記者の方々が写真を撮ります。ハデな演出と共にこの美術館の為に制作したアミ族のキャラクター
「アミちゃん」登場！

テレビ局、新聞社などから様々な質問をされます。台湾の大手旅行代理店も美術館と契約してくれました。

田村映二美術館記者発表会台
湾

2013.7.11



田村映二美術館記者発表会台
湾

会場では花蓮の原住民『アミ族』の踊りも披露されました。

『アミ族』をイメージしたアミちゃんの原画をプレゼント。かわりにアミ族の
ビンロウ入れをプレゼントされました。

東北の津波被害では台湾から 200 億円の義援金を頂きました。
そのお礼を日本人としてまずさせて頂きました。

沢山の TV、新聞の記者が集まりました。これからマスメディアとして配信されて行きます。

2013.7.11



台湾のスタッフと日本のスタッフが手を組合い、協力し合ってこの美術館は出来上がりました！

今日はオープニングセレモニーです。花蓮のアーティストとも対談しました。 花蓮の政治家や著名人も訪れてくれました。

沢山の台湾のファンの方々にも出合い喜んでもらう事が出来ました。

田村映二美術館台
湾

この美術館はみんなの力がひとつ
になって誕生しました。



田村映二美術館出来上がるまでのプロセス台
湾

最初に行われた志林開発との会議。ここから美術館作りに
発展して行った。

日本からは空間デザインの紫牟田やディズニーの
装飾デザイんを手がける吉田さんが台湾に来ました。

何度も台湾に足を運び打ち合わせを重ねました。

メインの丸の壁。これにレンガを貼ります。

文字は直接書き込んでいきます。

かなり天井は高いです！
台湾の大工さんも寝る時間も無く作業を進めました。
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