
HIKARI SAKURAI
creator based in Tokyo 



Hikari Sakurai

creator, designer,
photographer, art director,
actress, model,
illustrator, film maker,
singer songwriter.

ABOUT

She is hoping what she does can make people happy.

Hikari was born in Tokyo, Japan.

She grew up surrounded by a full of inspiration from the city.

Her acting career began when she was 9 years old, and she is still on the way of her dream. 

She realised that she had been into design and photography when she was in high school.

Now she is active in entertainment world, fashion industry and advertising industry as a 

freelancer.

１９９３年、東京生まれ。
都会のインスピレーションに囲まれて育った彼女は、９才で演技のキャリアをスタートし、
海外で活躍する夢に向かって進んでいる。
高校時代にデザインや写真の楽しさに気づき、制作を始める。
現在はフリーランサーとして芸能界、ファッション業界、広告業界で活動している。



MOTION GRAPHICS
Collective works

graphic design, motion editing, art direction

Illustrator と AfterEffects を使ったモーショングラ
フィックを制作。

WORKS



COMPUTER IMAGING
TRIP TO PARIS

graphic design, art direction

パリの旅行をテーマにした８つのアイテムが入った
デザインボックス。

ボックスデザイン
ストーリーブック
パッケージング
ブランドオーダーカード
エンベロープ
メニュー
デザイナーカード
ミュージックプレイヤー

WORKS



WORKS

COMPUTER IMAGING

Future Flyer: MODE LUCIE

graphic design, collage, crafting

コンピューターを使わずに制作したポスター。
未来のイベントがテーマ。



PRINTMAKING
JARDIN DE L’ EAU

illustration, printmaking, crafting

香水ビンをテーマにした版画作品。
７枚のアクリル板にオイルベースのインクでバラバ
ラにデザインをプリント。
気分によってアクリル板を取り出したり入れ替えた
りして、デザインを変えられる。

WORKS



PHOTOGRAPHY
Collective series

photography, art direction, modeling

フォトシリーズ : “Color Red” , “Color Blue” , “One 
Color” の制作。

WORKS



CRAFTING
Book bag/Newspaper bag

crafting, art direction

Book bag: 本をくり抜いて制作したクラッチバッグ。

Newspaper bag: 英字新聞を使ったマガジンクラッチ
バッグ。 

WORKS



AOI Pro.
Weeklytake - photo/video challenge

photography, art direction

TVCM制作会社 AOI Pro.の Facebookカバーピク
チャー、ショートアニメーションの制作。

WORKS



Hearst Fujingaho - ELLEgirl
Sweet Memories/The Peanuts Movie/
Style Remix: Behind the Scenes

motion editing, filming, film editing

ハースト婦人画報社 ELLEgirl のモーショングラ
フィック、ショートムービーの制作。

WORKS



ELLEgirl LABO
Countdown movie/SNS cover pictures

filming, film editing, acting, motion editing, 
scriptwriting, art direction

ハースト婦人画報社 ELLEgirl が主催する ELLEgirl 
LABO４期生として参加。
パリのファッションブランド、Mademoiselle TARA
とコラボしたショート CMムービー、SNS のカバー
ピクチャーの制作を担当。

WORKS



THE FASHION HACK TOYKO

team leader, concept design, illustration, 
motion editing

出版社４社がスポンサーのファッションをテーマに
したハッカソン。
チームリーダーとしてコンセプトデザインとモー
ショングラフィックを担当。

MAGAZINE INNOVATION AWARD 受賞。

WORKS



G - Splash
21st summer camp/G - Splash logo animation

illustration, motion editing, art direction

ダンスグループG - Splash のサマーキャンプムー
ビーのオープニングアニメーション、ロゴアニメー
ションの制作。

WORKS



KAMI no BUNKA SHA - IZANAGI
2014. September issue

modeling

資生堂出身のヘアメイクアーティスト、上田美江子
とモダン着物アーティスト、豆千代の共同プロジェ
クト。
モデルとして参加し、オランダ、アムステルダムで
撮影。

WORKS



ACTING
Synchronicity, Gegege no Nyobo, Kao Asience, 
J’ AIM CHANTER CONCERT

actress, singer

映画 『心中天使 - Synchronicity』: 主演
NHK ドラマ『ゲゲゲの女房』：土井真弓 役
花王『アジエンス』CM
J’ AM CHANTER CONCERT：PRIX DE LA CHANSON受賞

WORKS


