
テーマを決めて、会話を想像！

ラインスタンプをつくろう！
ATAM ACADEMY
アカデミックコース

「LINE スタンプ」を知っていますか？
おもに、スマートフォンを使ってメッセージを送るアプリが「LINE」です。
LINE には文字だけでなく「イラスト」を使って「キモチ」を伝えることができる
『LINE スタンプ』という機能があります。
今回は、“テーマ” にあわせて会話を楽しめる「LINE スタンプ」をつくろう。
さらに作ったスタンプをどうやって「宣伝」するか考えていこう！

【今回のかだい】
・「テーマ」をきめて、会話やアイテムを考えよう
・キャラクターをデザインしよう
・いろいろなキモチの伝え方
・スタンプで描く「場面」を決めよう
・スタンプをつくろう！
・スタンプを「宣伝」しよう



ステップ1

ATAM ACADEMY
アカデミックコース「テーマ」を決めて、会話やアイテムを考えよう

テーマに合わせて作品をつくれることはイラストレーターやデザイナーにとって、
とても大事です。まずは「ターゲット」と「テーマ」を決めて、それにあった「会話」
や「場面」を考えていこう！

こんな人に使ってほしい

地域：

年代：

どんな人：

その他メモ：世界（英語圏）

地域： 大阪
年代： おばちゃん

日本語を使えない。
英語 or 動きだけで表現

友達との会話を
イメージして作る。

フランクな表現
20代～の若い世代

ゆる可愛いが好きな人

「ターゲット」を決
めることで、「どん
なスタンプ」を作る
必要があるのか、自
然と見えてきます。

ターゲットが変わると、
考えることも変わります。
こんな「ターゲット」だ
と何を考えられるかな？

流行りの表現を使いたい

優しい雰囲気にする



ATAM ACADEMY
アカデミックコース「テーマ」を決めよう

アイテム以外にも「色」で季節やイベント、
気持ちを伝えることもできるね。ヒント

冬をイメージした色

テーマに合った「会話」をメモしよう

テーマに合った「アイテム」をメモしよう
テーマ：

メリークリスマス

寒い ガクブル

風邪ひいた

冬に使えるスタンプ

テーマは、イベントや季節。あるいは好きなものなど。「ターゲット」と合わせながら
しぼって決めよう。

英語に変換する



ステップ2

ATAM ACADEMY
アカデミックコースキャラクターをデザインしよう

大切なこと 「LINE スタンプ」は “オリジナルキャラクター” を登録します。なので、
他の人がつくったキャラクター（マンガやアニメキャラなどなど）は使え
ません。自分のオリジナルキャラを作ろう！

名まえ

ねんれい

性別

好きなもの

嫌いなもの

とくちょう

キャラクターの「設定」を
作ることでスタンプをつくると
きの「ヒント」になります！ 

ヒント

すき

ゆきんころ

空から降りたて

女の子

曇り

太陽と雨

気持ちと一緒に
マフラーも動く



ATAM ACADEMY
アカデミックコースキャラクターデザイン、考えたいこと

LINE の定める画像の比率は少し横長です。また、トーク画面に表示されるスタンプの
サイズを考えながら「見やすい」「伝わりやすい」バランスでキャラを作ることが大切
です。

人物など極端に「タテ長」
や「横長」の比率のものは、
デフォルメや表現に必要
な部分の切り抜きでバラ
ンスを整えます。
イラストが小さくなり、
見づらくなるからです。

シンプルな形で、
これだけのボ
リューム差がで
きます。
比率に合わせた、
キャラデザイン
やポーズなどを
心がけよう。

実際のトーク画面の比率



ATAM ACADEMY
アカデミックコースキャラクターデザイン、考えたいこと

書き込みすぎに注意。服のシワや髪の流れなど、こだわればどんどん描き込めます。が、
LINE スタンプでは表示のサイズは決まっており、細かく描きすぎると潰れてしまいま
す。「視認性」を上げるためにも「分かりやすい」「伝わりやすい」イラストを目指そう。

細かいところまで描かれている。LINE スタ
ンプ上では潰れる・見えなくなる可能性が
高いです。「見やすさ」でこだわろう。

描き込みすぎずで見やすくなっている。



ステップ3

ATAM ACADEMY
アカデミックコースいろいろなキモチの伝え方

「LINEスタンプ」でキモチを伝える方法は「表情」と「動き」にこだわろう！！

うれしい

おこる

かなしい

おこるかなしい

わらう

すき きらい

あなたが作ったキャラクターは「うれしいとき」「お
こったとき」どんな表情になるかな？
キャラクターの「性格」を考えながら、表情をつくろう。

表情



ATAM ACADEMY
アカデミックコース

動物は「耳」や「しっぽ」「毛」でも「キモチ」を表現できます。じぶんのキャラクター
でも「顔」以外で「キモチ」の表現ができるか考えてみよう。

表情以外で「キモチ」を伝える

「キモチの落ち
こみ」を表現
するときは、
パーツを下が
り気味で描き
ましょう。

「記号」を使うことで「動き」によりいっそう「キモチ」
が乗ります。色が持つイメージも使ってみよう。
赤や黄は前向きなきもち・高まり。
青やむらさきは下がるキモチ。

「耳」や「しっ
ぽ」「ひげ」
など、「上向
き」にする
ことで「キ
モチの高ま
り」を表現
できます。



ATAM ACADEMY
アカデミックコース

カラダの「動き」でキモチを表現しよう。
表情だけでは伝わらないキモチは「動き」を足してみよう。

動き

「動き」がつくと「どんなふうに」怒っているか、イメージしやすくなります。

怒り



ステップ4

ATAM ACADEMY
アカデミックコーススタンプの場面を決めよう

スタンプにしたい「言葉」や「場面」を書きだそう！

LINE スタンプは、販売するときのスタンプのセットの
「数」が決められています。1 ばん少ないセットは「８こ」
です。最低でも「８こ」のテーマを書きだそう！

LINE スタンプの販売単位
８、１６、２４、３２、
４０こ

ポイント
メリークリスマス

めちゃさむい

ありがとう

あったかいの
たべたい



ステップ５

ATAM ACADEMY
アカデミックコーススタンプをつくろう

キャラクター・テーマが決まったら、「LINE スタンプ」のイラストを描いていくよ！
ただし、「LINE スタンプ」を販売するためには「LINE」の会社が決めた「きまり」があ
ります。「きまり」を守りながらつくっていこう！

「きまり」を守ってつくる「方法」

１ 「新規キャンバス」の幅と高さはコレ！

３７００×３２００



ATAM ACADEMY
アカデミックコース

２ スケッチに大きくイラストを描く イラストが小さいと、画像があらくなったり、
スタンプにしたときに、小さくてみづらくなります。

すこしヨコながに合わせて
イラストを考えよう！
スタンプになったときに大
きくて、見やすいです。

「小さく」かくと後で「調節」
が必要です。拡大によって
画像があれることも。

バッド

トーク画面

「きまり」を守ってつくる「方法」

グッド

バッド
グッド



ATAM ACADEMY
アカデミックコース

３ 塗り残しの確認

イラストが完成した段階で白い部分
など、「塗り残し」がないか背景を
透過して確認しよう。

背景を「透過」
した状態で画
像保存しま
す。

おうちの方と登録端末を相談してから、その
端末にイラスト画像を共有しよう。
「登録方法」は「LINE スタンプを登録しよう！」
で確認してね。

「きまり」を守ってつくる「方法」

４ 背景透過保存



ステップ6

ATAM ACADEMY
アカデミックコーススタンプを「宣伝」しよう

決定した宣伝方法

地域： どんな人：年代：

「ターゲット」どんな人に使ってもらいたいか。を考えたら次はそのターゲットに「ど
うやって」知ってもらい、買ってもらうか。を考えます。ターゲットに合わせた「宣
伝方法」を考えよう。

SNS。
海外の時間に合わせ
て投稿する。
時期は 11月末

世界

Instagramか
Twitter。
若者が多く使用して
いるイメージ

SNSの Instagram、Twitter を使用。海外時間１２時に合わせて投稿する。
投稿内容は 4種（1日１枚の四日間）選んだスタンプの気持ちに合わせた配色    

20 代～

「感情」に合わせ、優
しく配色したイラス
ト準備。スタンプに
合わせて 4種程度。

ゆる可愛いが
好きな人 SNS での宣伝は、見ても

らうのを「待つ」という
ことになります。
自身からよりアピールが
必要な時は、知り合いや
ターゲットにあった店舗
への DM やポスティング
など「攻め」の宣伝を行っ
ていこう！



ATAM ACADEMY
アカデミックコース宣伝について

どれだけ優れた作品を作っても、消費者に存在を知られていなければ、購入されるこ
とはありません。作品にあった方法でアピールして認知を促進できれば、売上アップ
につながりやすくなります。

以上のような宣伝方法から「ターゲット」に合わせたものを選びます。

ネット広告・自分のウェブサイト・SNS・テレビ CM などなど

DM・新聞への広告・ポスティング・FAX DM などなど

オンライン

宣伝方法は大きく２種類に分けられます。

オフライン

どんな人：年代：

Instagramか
Twitter。
若者が多く使用して
いるイメージ

学生10代

SNSで宣伝。
学校のグループライ
ンで宣伝。
ポスティング

学生はたくさんいます。遠くの学生
には SNSで宣伝。自分が学生であ
れば、学校のコミュニティを利用し
て宣伝できます。自身が学生でない
場合でも、地域にポスティングをす
ることで宣伝できます。



ATAM ACADEMY
アカデミックコース宣伝に必要な情報をまとめて、イラスト制作

宣伝用イラスト

必要な情報

イラストサイズ

スタンプタイトル

イメージカラー

スタンプの価格、ダウンロードペー
ジのQRコード etc...

正方形

ゆきんころとほこほこ冬

むらさき、白、青

決定した宣伝方法に合わせたイラストのサイズを考えよう


