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●イラストレーター／マンガ家／文化学園大学 非常勤講師　本名：大泉 智行
●1989年、多摩美術大学グラフィックデザイン科を卒業し、株式会社三越入社。店舗の広告を中心にプロ
デュース・ディレクションを幅広く行い、2011年3月退社。
●2011年5月「チャックま」発表。以降新作イラストを個展にて発表する傍ら、2015年から本格的にグッズの
製造・販売に着手し、現在に至る。

■ 独自の設定 チャックからいろいろ出てきます ■明るく楽しい物語 

作者 tomoart（ともあーと） について

“チャックま”と仲間たちが、チャックから出てくる様 な々ものに右往左往。

■キャラクターが豊富 現在10人で更に増殖中

作者：tomoart（大泉 智行） 

〒243-0002 神奈川県厚木市元町6-6-508

電話 090-8558-2877 ／ メールアドレス tomoart@mac.com

《チャックまはチャック族！》　おなかにチャックがついた不思議なくま“チャックま”は、ど
こかにある“チャック界”からやってきた“チャック族”。普通の熊の子・コグマと仲良くなっ

てこの世界に住んでいます。

《仕事はゴミ拾い》　チャック族たちの仕事はゴミ拾いで、おなかのチャックは拾ったゴミ
を入れる場所なのです。でも注意！ゴミを入れれば入れるほど、チャック族たちの寿命

は（ほんの少しずつ）縮んで行くのです。それでも道端からゴミがなくなるその日を夢見

て、チャック族たちは今日もゴミを拾い続けています。

《チャックまのチャックは不思議のチャック！》　チャックまのチャックだけ、なぜかいろ
いろなものが出てきてしまう不思議なチャックなんです。しかもチャックまが望まな

いものも出てきちゃいます。

《事件はいつも“チャックま”から！》　今日もチャックまのおなかのせいで事件が起きて、
仲間たちは大騒ぎ。でもチャックまたちは、何が起こっても楽しんでいます。苦しいこと

辛いことがあっても、仲間がいれば楽しいよ。そんな普遍的で前向きなテーマを楽しく

かわいくイラスト表現する事で、老若男女問わず、様々な方から共感を得ています。

それぞれのキャラクターについて詳しくは公式サイトに掲載しています。→chackma.jp

お話しの主な舞台は里山近くの山の中。どこにいても富士山が遠くに見えるアツギの森に

“チャックま”たちは住んでいます。一方「チャック界」はどこにでもチャックが付いているお

かしな世界。不思議な動物もたくさん住んでいます。

左から ジッパト、ジッパンダ、ファスニャン、ヒツジッパー、コグマ、チャックま、オコジョッパー、ジッペリカン、アザラシッパー、ブラックヂャック魔



“チャックま”の魅力は何といっても物語、世界観があることです。ほっこり心が暖か
くなるような、チャックまたちの日常を丁寧に描いています。『デジタル紙芝居』と
して、各地で作者本人が朗読を行っています。順次お話しを追加しています。

第1話 チャックまと出会った日（小説・絵本 販売中／noteにて公開中）
　お腹を空かせたみなしごのコグマ。チャック界からゴミを拾うためこの世界に
やってきたチャックま。二人が出会って仲良くなる、チャックま最初の物語。

第2話 チャックが欲しい
　チャックまたちと仲良くなって、自分にもチャックが欲しいと思ったコグマ。方法
を知っている人を探すため、夜の森に飛び出します。

第3話 チャックまのチャック
　いつも変なものが飛び出て来るチャックまのチャック。チャック族の中でも特別
なチャックまのチャックは、子供時代のある事件が原因でした。

第4話 チャックま、金物屋に行く
　遊んでいたチャックまたち。ぶつかったらチャックまのチャックが壊れちゃった！
修理をするために出かけるチャックまたち。行き先は…チャック界！

第5話 届いた手紙
　チャックまたちに手紙が届きました。差出人不明ながら、『寿命と引き換えに山
野をきれいにしてくれてありがとう』と書かれていたのです。 

第６話 くまのぬいぐるみ（noteにて公開中）
　土砂降りの雨の日、散歩に出掛けたチャックまはくまのぬいぐるみを拾います。

“チャックま”たちの普段の生活を小説化。デジタル紙芝居としてイベントでも披露しています。
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2.ものがたり について
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Check
 it out !

note にて
・小説版第1話
・くまのぬいぐるみ
公開中！

https://note.com/tomoart

チャックから、いろいろ出ちゃう！

　アツギの山の奥深くに、周囲を森に囲まれ
た小高い丘がありました。高い山並みが向こう
の方に見渡せて、その手前には近くの小川に
通じる小さな滝が見えます。足元には草が生

え、フカフカのみどりの絨毯のようです。春に
はところどころにレンゲソウが、ピンクのかわ
いい花を咲かせました。　…その丘に一匹の
小さいくまが住んでいました。〈続きはnoteへ〉



3.様々 なイベント
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各種イベントを格安で開催します。まずはご相談ください。

1.イラスト展示
10枚程度から最大で40～50枚のイラストにて展示イベン

トが可能です。

展示中心のイベントはもちろん、グッズ販売を組み合わせ

ての出展も行っております。その際はイラストの販売も

行っております。

2.デジタル紙芝居（20～60分、時間の長短は調整できます。）
作者tomoart自らが、創作した物語を朗読する傍ら、モニタ

やプロジェクターで物語に沿ったイラストをスライド映写し

ます。東急ハンズ様やマルイ様、ショッピングセンターやア

ニメイベントなど、全国の多様な会場で100回以上の開催

実績がございます。※コロナ禍の影響で現在中断しております。

3.謎解きイベント
お客様に台紙をお渡しし、会場内に散らばるヒントを参考

に謎を解いていくイベントです。今までに郵政博物館様や

蓼科テディベア美術館様で開催させていただき、毎回好

評いただいております。その会場や季節に合わせて毎回

内容を変えております。

会場の様子やターゲット層に合わせたカスタマイズなど、

ご要望に柔軟に対応できますので、ぜひご相談ください。

チャックから、いろいろ出ちゃう！

静かなイラストの展示会、動きのあるデジタル紙芝居、現在は謎解きイベントが好評です。

←謎解きイベント
　台紙の一例
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4.グッズ販売

顔出しパネル
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グッズ販売
グッズを取り揃えており平台一台から、また小規模イベント会場一杯まで展開が可

能です。東急ハンズ様、マルイ様、名古屋三越様、三省堂書店様、紀伊國屋書店様

などでの開催実績がございます。グッズリストは別途ご用意しております。

人気のぬいぐるみポーチなどのグッズを、平台一台〜小規模イベント会場一杯まで展開。
●ポーチ

●ペンケース

●マグカップ

●缶バッジ

●クリアファイル



“チャックま”商品リスト 2022/2/7

tomoart
税抜価格 税込売価(10%) 税抜価格 税込売価(10%)

アクリルチャーム 40mm チャックま 500円 550円 笹（七夕） 150円 165円
友だち 350円 385円 西瓜 150円 165円
チャックま 350円 385円 月見（中秋の名月） 150円 165円
ヒツジッパー 350円 385円 港（横浜） 150円 165円
電車 350円 385円 蓮（雨降り） 150円 165円

ジッパンダ 350円 385円 鮫 150円 165円
ファスニャン 350円 385円 乾杯 150円 165円
雨降り 350円 385円 団栗（秋） 150円 165円

ワクチン_チャックま 450円 495円 リース（クリスマス） 150円 165円
ワクチン_ファスニャン 450円 495円 鶏or卵 150円 165円
布製_ファスニャン 450円 495円 肉まん 150円 165円

夕景 380円 418円 コパンダ 150円 165円
背中 380円 418円 森から出て 150円 165円

チューリップ 380円 418円 山登り（初日の出） 150円 165円
春風に吹かれて 380円 418円 清流 150円 165円
ピクニック 380円 418円 湖畔にて 150円 165円
短い洞窟・春 380円 418円 円形の空 200円 220円

コスモス・彼岸花 380円 418円 コスモスと彼岸花 200円 220円
B5 B5「乾杯」 300円 330円 型抜き チャックま 380円 418円

タオル ミニタオル3C 500円 550円 絵本 24P 900円 990円
オコジョッパー(赤･青･緑) 2,000円 2,200円 小説 58P 900円 990円
チャックま&コグマ(赤･青･緑) 2,000円 2,200円 小 スタンプ柄 1,380円 1,518円

トート ファスニャンとジッパンダ 1,800円 1,980円 大 コーヒービーンズ 1,380円 1,518円
ペンケース 起毛 1,600円 1,760円 大 チューリップ 1,380円 1,518円

起毛 グリーン 1,800円 1,980円 大 森 1,380円 1,518円
起毛 ピンク 1,800円 1,980円

※お問い合わせは 正方形 25cm角 10,000円 11,000円
　tomoart@mac.com または 090-8558-2877 大泉までお願いします。 大衣 イラストサイズ約A3 15,000円 16,500円

グッズ
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ぬいぐるみポーチ

ポストカード
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	005商品リスト

