
【 癒しの色彩 】 

あなたも、わたしも、えがおになる 

 

画家・カラーセラピスト 

わだの めぐみ 

ステーショナリー・雑貨の商品制作、パッケージデザイン、 

１点もの作品受注、イベントのお仕事を得意としております。 

 



プロフィール 

画家・カラーセラピスト 

わだの めぐみ 

    
東京在住。 

 
独学。 

 

【優しさの中に力強さのあるもの】をコンセプトに世界観を表現。 

 

“大切にしたいこと、大切にしてほしいこと”を作品に込める。 
 

書道の経験から墨を好み、筆ペンとパステルで制作。 
 

色付けはすべて指。 
 

絵と文字、両方描けるのが強み。 
 
 

文具・雑貨の商品制作、パッケージデザイン、ウェルカムボードなどの作品受注の傍ら、 

モールなどで物販とライブペイントを合わせたイベントを開催。 
 

ライブペイントが得意。 

通常の作品から、壁のように大きいものまで描ける。 

 

色の表現と指で色を付ける様子が、人を惹きつける。 
 

ニューヨークでの個展をはじめ、スイス・ニュージーランド、イタリアの 

アートイベントへの参加の経験があり、現地にてライブペイントを披露。 

海外への発信も力を入れている。 
 
 

2016年、マスターカラーセラピストの資格を取得。 

わだのめぐみだからこそできる、色からアプローチするオリジナル作成 

「ヒーリングアート」 もスタート。 

 
 

独特のスタイルから生み出されるあたたかい癒しの世界観に、 

大人から子供、企業までもが“ひとめぼれ“する。 
 



作品の世界観 

  

作品の中に登場するメインの存在、まるっこさん。 

 

まるっこさんは、魂であり、あなたの心。 

 

私自身であり、あなた自身なのです。 

 

わだのめぐみが描くこの作品たちは、まるっこさんが見ている景色。 

 

生まれる前にいた雲の上の様子。 

 

潜在意識（心）が見ている景色を“わだのめぐみ”を通して表現しているような・・・・ 

 

「大切なものちゃんと見えていますか？」 

 

 

 

見る人の”感情”に訴え、セラピーになるような 

人の心に寄り添える作品たちを生み出していきたい。 

 

 

 



【人気の理由/ターゲット層】  
 

メインターゲットは、30～40代の女性、ファミリー。 

最近は、ファン層の幅がひろがってきて 、20代～50代と幅広い。 

 

7割女性、3割男性。 

 

（お客様の声から） 

誰にも出せない癒しの色が魅力 

独特の「わだの文字」がかわいい 

メッセージ性が好き 

という声が多い。 

 

スマホケースなどのレビューからは、誰ともかぶらない、毎日楽しい気分になるなどの声が多い。 

 

作品のギフト需要も多い。 

（相手へ）励ましたい、元気になってほしい、 

（自分へ）前を向くため、自分へのプレゼントに・・・・記念日に・・・・ 

 

１度はまると抜け出せなくなる、ファン歴の長い方、リピーターが多いのが特徴。 

   

イベントでは、お客様から写真を一緒に撮ってほしい、サイン欲しいなどのリクエストがあります。 

遠方から来てくださる方もいます。 

 

今後の展開 
 

●わだのめぐみコーナーを展開してくださる店舗様を増やしていく 

●ブライダル・ギフト作品の拡大  ●商品を増やす  ●海外進出 



【デザイン提供】 商品化・パッケージデザイン・作品受注・文字提供など 

インパクト大。どこにもない独特なデザイン。 

絵と文字、両方描けます。 深く強い色から優しい色まで。 

作品の中に登場する「まるっこさん」という独自のキャラクターあり。 

“作品として魅せる” “商品として幅広く受け入れられる“ という両方を兼ね備えているのが強み。 

リピーターになる方が多い。 

「幸せ持ち歩けます」と表現できる商品が出来上がります。 

 子供向け用品の商品化 

 ステーショナリー・雑貨類の商品化 

 作品受注 

 その他のデザイン提供 

様々なお仕事に柔軟に対応いたします。 

          

       

 

   



    

       

     

    

    

（入稿の仕方）     原画入稿。もしくは、スキャナで取り込んだ jpeg画像の入稿。 



デザイン提供/商品化 実績 
（デザイン提供） 

・サンケイリビング新聞社 会報誌『ｄａｄａ』 星座カット（裏表紙）２年間掲載 

・サンケイリビング新聞社 会員向け Ｂｉｒｔｈｄａｙカード４面イラスト 

・サンケイリビング新聞社 表紙、特集ページ挿絵、ロゴマーク作成 

・サンケイリビング新聞社 コミュニティサイト『Ｄａカフェ』 ログイン画面、スタッフ似顔絵作成 

・サンケイリビング新聞社 C’zn（旧ｄａｄａ） 検定イラスト／『Ｃｉｔｙ’s カフェ』メンバー募集イラスト 

・ブライダル 席次表イラスト、席札イラスト 

・ＣＤジャケット 【VENUS LIVE10 東北大震災復興支援】 

・ちきり 清水商店株式会社 保冷風呂敷タグイラスト、カタログイラスト 

・エスパック株式会社 ブライダルバッグデザイン、保冷風呂敷デザイン 

・エスパック株式会社 カンボジア工場・他３工場 看板制作 

・マルヤマ食品株式会社 ギフトボックスデザイン 6粒入り/３粒入りデザイン 、商品名 文字提供  

・株式会社グッドファームプランニング 年賀状 

・総合商研株式会社 年賀状 イオンカタログ掲載 

・株式会社陶和 紅茶パッケージ・帯デザイン 

・株式会社ギャラリーサーティナイン 作品受注お取扱い 

・株式会社スタジオアリス 等身大ベビーアルバムデザイン 

（ステーショナリー・雑貨 商品化）   

2009～2014 【ステッドファスト株式会社】 

・ポストカード 第１～第１０弾発売（全８０柄） 

・レターセット 第１～第３弾発売 

・Ａ７ダブルリングメモ帳 ４柄発売 

・スケジュール帳発売（２０１０年、２０１２年～２０１５年） 

・メッセージカード ４柄発売 

・ステッカー １２柄発売 

2014～【株式会社アイエン】 

・スマートフォンケース ２０柄 発売 

・手帳型２０柄 発売 

・キャンバスアート発売 

・モバイルバッテリー発売 

・商品名 文字提供 

2015～【クワトロ株式会社】 

・ステッカー７柄３サイズ発売 

2017～【総合商研株式会社】 

・ポストカード発売 12柄発売 

2017～【株式会社ユー・コーポレーション】 

・Ｔシャツ、トートバッグ・マウスパッド・トレーナー・パーカー・ワッペン発売 

2017～【有限会社スティルエクリュ】 

・ガーゼハンカチ・命名紙・サーモマグ・Ａ５ノート・レターセット・2019スケジュール帳・2019卓上

カレンダー・刺繍タオル発売 

（作品受注）   

・株式会社ギャラリーサーティナイン ウェルカムボード、名入れ、通常作品 

・ながの東急百貨店 夢の福袋 命名書 



  【イベント】 モールなどでのイベント、ギャラリー個展など 

わだのめぐみのイベントでできること 

１.物販（商品） 

ポストカード、ステッカー、マウスパッド、命名紙、ガーゼハンカチ、A5ノート、レターセット、 

スマホケース、キャンバスアート、Ｔシャツ、トートバッグ、紅茶、ガーゼハンカチ、 

イベント限定ポストカード、時期によりカレンダー、スケジュール帳など 

       

２.物販（作品） 

１点ものの作品販売 

手のひらサイズのミニ原画～額入り原画（最大Ｂ２サイズ） 

    

３.ライブペイント 

・作品受注 

・通常の作品が出来上がっていく様子を実演。 

・壁のように大きいものでのパフォーマンス 

ライブペイントは、床や簡易ステージで描いたり、テーブルで描いたり、色々対応可。 

     



４.作品受注 （※【オリジナル作品制作】を参照） 

ウェルカムボード・サンクスボード・贈り物として・ご自分用として 

「この作品がお気に入りだけど家族の名前を入れてほしい」「色はこの組み合わせがいいな」などの 

希望がある方のために、希望を聞いてイチからお作りします。 

本格的な作品から、簡単バージョンまで対応。 

       

●イベントでも対応可能（その場で描いて、当日お渡しが可能です！） 

 

５.ヒーリングアート （※対象：大人）  

カラーセラピー＋オリジナル作品制作 

  ※詳細は、【ヒーリングアート】のページをご覧ください。 

  

●イベントでも対応可能。 

６.色付け体験ワークショップ （※対象：大人/子供） 

「夢中になって楽しむ」をコンセプトに 

削ったパステルを指で色を付けて、あなただけのポストカードを完成させよう。 

    

 印刷した下絵に色を付けていただきます。下絵のバリエーションはいろいろ。 

今後は、大人向けに教室開催も計画中。 



イベント開催実績 
・個展 三軒茶屋キャロットタワー『ｏｎｅ ＨＡＰＰＹ 2006』、『ＨＡＰＰＹ ＢＯＭＢ 2007』 

・414 Friendly Day 代官山アドレス・モンキーギャラリー展示 入選/ 

ミレイヒロキ氏ワークショップお手伝い 

・『ｍｅｔｒｏ ａｒｔ』東京サンケイビル/ブリックギャラリーにて展示（お気に入り作家投票１位） 

・あべのロフト１周年イベントにて展示販売＆ライブペインティング 

・スマーク伊勢崎 販売＆ライブペインティング 

・コピス吉祥寺 個展＆ライブペインティング 

・アリオ深谷 展示販売＆ライブペインティング 

・アリオ亀有 展示販売＆ライブペインティング 

・アリオ松本 展示販売＆ライブペインティング 

・イトーヨーカドー綱島店 展示販売＆ライブペインティング 

・イトーヨーカドー小田原店 展示販売＆ライブペインティング 

・イトーヨーカドー南大沢店 展示販売＆ライブペインティング 

・イトーヨーカドー川崎店 展示販売＆ライブペインティング 

・デザインフェスタｖｏｌ．２２～ｖｏｌ．３５ 出展 

・GEISAI＃11・12出展（＃１１にて一般人気投票ランキング８位/出展者 940組中） 

・キディランド大阪梅田店 展示販売＆ライブペインティング 

・そごう横浜店 展示販売＆ライブペインティング 

・ひたちなかファッションクルーズ 展示販売＆ライブペインティング 

・ららぽーと 東京ベイ 展示販売＆ライブペインティング 

・軽井沢チャーチストリート 展示販売＆ライブペインティング 

・浅草ＥＫＩＭＩＳＥ 展示販売＆ライブペインティング 

・オリナス錦糸町 展示販売＆ライブペインティング 

・あべのキューズモール 展示販売＆ライブペインティング 

・ハートブックス TSUTAYA西那須野店 展示販売 

・cube space gallery青山 個展【Limpid～気持ちが透明になる～】 

・東急ハンズ横浜店 40周年イベント 物販コーナー展開＆ライブペイント 

・カップ麺ギャラリー 個展【虹がうまれた～私の小さなストーリ～】 

・アリオ市原 テナントにてポップアップショップイベント開催 

・アリオ川口 わだのめぐみ展 

・トヨタ生協 ベビーキッズフェスタ （ワークショップ・ライブペイント） 

・アベニュー諏訪ふれあい広場店 コーナー展開＆ライブペイント＆ワークショップ 

・東急ハンズ梅田店 コーナー展開＆ライブペイント＆ワークショップ 

・ながの東急百貨店 販売＆ライブペイント＆ワークショップ 

・東急ハンズ新宿店 販売＆ライブペイント＆ワークショップ 

・東急ハンズ文具祭り（横浜店、渋谷店、町田店、柏店、ららぽーと横浜店） 

・イトーヨーカドー伊勢崎店 展示販売＆ライブペイント＆ワークショップ 

【海外イベント】 

・ニュージーランド（オークランド） Japan Art Festival参加  展示＆現地ライブペインティング 

・イタリア（モルフェッタ）展示  Sala dei Templari にて イタリア１００人展 

・ＮＹ（ブルックリン）  100 Artist Exhibition @ Ouchi Gallery in NY. 

・スイス モントルーアートフェア 出品 

・ＮＹ Fountain art fair 出品 

・ＮＹ（ブルックリン） わだのめぐみ個展開催  Ouchi Gallery主催 

・スイス Swiss SWART Basel Fair 出品 



イベントの様子 

  

ながの東急百貨店                  アリオ市原店 

 

イトーヨーカドー小田原店 

     

ららぽーと東京ベイ                スマーク伊勢崎 

   

  東急ハンズ             長野日報、市民新聞掲載 



【オリジナル作品制作】 ブライダル・ギフトなど 

作品をベースに、好きな言葉と、好きな色でカスタマイズ。 

 （※わだのめぐみのオリジナル作成は、似顔絵やインスピレーションで描くものではありません。） 

 

 

 

 

 

 

   

 母の日 

   

ウェルカムボード         家族の名入れ            店名 

        

誕生記念         入学祝い         結婚記念日        社名 

1～４の希望を伺ってイチからお作りします。 

1. ご希望のサイズ 

2. ベースにする作品 

3. 色のイメージ （例：天使の羽をピンクとルーにしてほしい、作品と同じで･･･など） 

4. 入れる言葉・文字 （英字がある場合は、大文字・小文字の指定も） 

イベントで描く場合、その場でお渡しが可能です。 

5.  



♡ ブライダル新カテゴリー 家族の絆３連作品オーダー ♡ 

両家、新郎♡新婦さんがそれぞれ持つ【つながり】を表す作品。 

１つでも作品として成り立つけど、３つ並べると１つの絵としてつながる作品となっています。 

サイド２作品が新郎ご両親、新婦ご両親へ。真ん中は新郎♡新婦様用。 

 

   

アレンジ可能箇所：文字、羽の色、まるっこさんの色 

   

アレンジ可能箇所：文字、お花の色、まるっこさんの色 

   

アレンジ可能箇所：文字、まるっこさんの色 



  【ヒーリングアート】 カラーセラピー+オリジナル作成 
 

カラーセラピストでもある、わだのめぐみによる新カテゴリー 

色からアプローチするオリジナル作成 

カラーセラピーというツールを使い、今のあなたに必要な色、必要なメッセージで、作品を作ります。 

癒しの色を生み出すわだのめぐみだからできる【ヒーリングアート】 

 

 

わだのめぐみ自らセッションし、その場で作品をお作りし、お渡しします。 

 

このセッションを受けて意識の持ち方を変えて行動したら、 

毎日の生活が楽しくなった、心が楽になったとの声を多数いただいています。 

 

 

【ヒーリングアートの目的】 

カラーセラピーで受け取ったメッセージを忘れずに意識していただくため、 

ヒーリングカラーをインテリアや雑貨・文具など生活の中に取り入れて使うことをおすすめしています。 

その色を選んだ理由を意識しながらヒーリングカラーを見る。 

その色を見るたびに、潜在意識に働きかけるようになり、無意識のうちに感情・思考・行動に変化が表れてくると考えられます。 

メッセージを意識してもらうため、インテリアや雑貨の代わりとして、わだのめぐみはヒーリングアートを提供します。 



【メニュー】 

あなた自身が自分と向き合うためのお手伝い。 

わだのめぐみは、“作品”を通してあなたの心に寄り添います。 

 

現在、アトリエにて開催中です。（予約制） 

※ヒーリングアート作品は完全おまかせ 

● 自身の経験や感情を振り返れる年齢が対象となります ● 

【カラーセラピー】 

カラーセラピーとは、日本語で色彩療法のこと。 

色の生理的、心理的効果を使って心身のバランスを取ることを目的にした療法のことです。 

占いや性格分析ではありません。 

カラーセラピーを何度も受けることで、心がクリアになり、本当の自分からのメッセージを受け取りやすくなります。 

心が疲れて濁ってくると、思考に支配され、自分の本当の気持ちが見えにくくなります。 

それでは、あなたの本質から遠ざかり、苦しくなるばかり。 

ネガティブな感情に気付き、物事の見方を変えてみる。 

そのきっかけとなるのがカラーセラピーです。 

●３本リーディング＆ヒーリングアート作成● 

（自己認識を目的としたカラーセラピー） 

 

① 今の自分の内側の状態 

② 人間関係での自分の在り方 

③ どんな自分になりたいか 

１～３を通して自分と向き合ってみましょう。 

＆ 

ポストカードサイズの作品作成(額なし) 

（ヒーリングカラー１色） 

●４本リーディング＆ヒーリングアート作成● 

（本当の自分とつながるためのカラーセラピー） 

３本リーディングより深く。 

① 過去の自分と向き合う 

② 現在の自分と向き合う 

③ 未来への希望・可能性 

時間を軸にしながら自分と向き合うセッション。 

＆ 

ポストカードサイズの作品作成（額なし） 

（ヒーリングカラー２色） 

●３本＆４本リーディング＆ヒーリングアート作成● 

 

上記、３本４本を通してセッションしたあと、 

通常の作品と同じようなヒーリングアートを作ります。 

＆ 

正方形 20 角サイズの作品作成（額入） 

（ヒーリングカラー３色） 



 

詳しいお仕事のお話は、お問合せくださいませ。 

 

デザイン提供、作品受注、イベント開催、ライブペイント、その他、 

いろいろなお仕事に幅広く柔軟に対応しております。 

急ぎ対応も相談可能です。 

 

信頼関係を築き、お互いが豊かになるお仕事を目指しています。 

 

取材のお問合せも大歓迎です。 

 

【記事掲載】 

・2017春のギフトショー バイヤーズガイドブックに掲載 

・スポーツニッポン新聞西部本社版 掲載 

・長野日報、市民新聞 掲載 

 

【ラジオ出演】 

・ＦＭおだわら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画家・カラーセラピスト 

わだの めぐみ 

HP  http://w-meg.com/ 

（アトリエ） 

東京都葛飾区亀有 3 丁目 38-1-102 

 

（お問合せ） 
 E-mail  info@w-meg.com   Mobile 080-1172-0641 

http://w-meg.com/

