


蓮見　爽太（ハスミ　ソウタ）



 



『くすくす・・・（笑）』

 

『どうした”くま子”、また残業か？』

 

『うわっ！やめっ！モノ投げんなって！！わるかったって！ゴメン！』

 

『それにしてもすげー”くま”だな・・・オマエちゃんと寝てるか？』

 

『は？残業続きで最近よく寝てない？・・・ふぅん・・・』

 

『ちょっとその資料見せてみ・・・あ〜あのプロジェクトのプレゼン資料か・・・』

 

『大体資料は揃ってるじゃん・・・なんだよ泣きそうな顔して、え？上手くまとまらない？』

 

『しかたねぇな・・・俺がかわりにまとめてやるよ、はやくこっちのソファに全部資料とノート

ＰＣ持ってこい』

 

『俺は硬い椅子より来客用のソファの方が好きなの、もうこんな時間なんだから客なんてこな

いさ』

 

『さーてやるか！・・・と、その前に・・・ほら、ここ（膝枕）貸してやるから少し寝ろ』

 

『文句言うな、手伝わなくてもいいのかな〜・・・はい、素直でよろしい♪』

 

『出来たら起こしてやるから・・・今はゆっくり休めよ・・・」

 

〜蓮見　爽太★ＥＮＤ〜

★プロフィール★

名前：蓮見　爽太（ハスミ　ソウタ）

年齢：２５歳　

職業：ＳＥ

血液型：Ａ型

星座：いて座

趣味：ダーツ・ＢＭＸ（大学時代多くの大会で入賞）

出身地：横浜

性格：前向きで頼りになる兄貴的リーダー

＜頭のキレは社内１、デキるメガネ男子＞

 



セシル・クロフォード



 



『お帰りなさいませお嬢様、コートをお預かりいたします・・・』

 

『お嬢様、お疲れでしょう・・・ハーブティーをご用意しております』

 

『・・・あの！・・・あ・・・申し訳ありません、今晩はとてもお疲れのご様子ですので・・・

私でよければ

マッサージを・・・フランスより珍しいバラのアロマオイルを取り寄せましたので・・・』

 

『はい、では後ほどお部屋へ伺います・・・え？時間外の仕事？お嬢様はお優しいのですね・・

・

たとえ時間外の仕事であろうと、お嬢様に捧げる時間に限りなどありませんから・・・』

 

『お嬢様、少々お顔が赤い様ですね・・ふふっ・・そのような可愛らしいお顔をされては困り

ます、

執事（ヒツジ）がオオカミに変身してしまうかもしれませんよ』

 

『それでは後ほど・・・』

 

〜セシル・クロフォード★ＥＮＤ〜

★プロフィール★

名前：セシル・クロフォード

年齢：２８歳

職業：執事

血液型：ＡＢ型

星座：おとめ座

趣味：料理・フェンシング

出身地：オーストリア

性格：常に冷静沈着、品がありミステリアス

＜パーフェクト執事！上品メガネ男子＞

 

 

 

 

 



樹　奏（イツキ　カナデ）



 



〜♪〜♪〜♪〜♪〜♪〜♪〜♪〜♪〜・・・・・武道館　全国ツアー　最終日　最後の歌も終わると・・

・

 

『・・・お前ら！！また来年もここ（武道館）で会おうな！！』

 

ワーーーーッ！！（大歓声）

 

ステージの上から手を振ってそでにはけて行く【ERATO（エラト）】のメンバーを

追いかける歓声の波・・・・

 

アンコール！アンコール！・・・会場に響くアンコール・・・

 

コンサートが終わる寂しさと、現実世界に引き戻される憂鬱さで涙がこぼれた・・・

 

『ったく！こんなに呼ばれたんじゃかえれねーだろ（笑）、最後にもう一曲だけ・・・』

ヴォーカルの【奏】が目の前に立つ。

 

『え〜・・・即興で作った曲デス・・・【覚めない夢】・・・』

 

【覚めない夢】　作詞・作曲【ERATO】樹奏

夢ならいいのに・・・朝目覚めると決まって　白く差し込む朝日を、ケータイの騒がしいアラー

ムを

『夢ならいいのに・・・』　そう思ってしまうだろう？

繰り返されるだけの毎日が　『夢ならいいのに・・・』　そう思ってしまうだろう？

そんな事と言ったら君は怒るかもしれないけど、”そんな事”で泣いたりしないで・・・

僕がいるだけじゃ足りない？　僕まで泣きそうな気持ちになるから・・・

だから”そんな事”で泣いたりしないで・・・

 

〜樹　奏★ＥＮＤ〜

★プロフィール★

名前：樹　奏（イツキ　カナデ）

年齢：？歳

職業：アーティスト（ＥＲＡＴＯのヴォーカル）

血液型：Ｂ型

星座：さそり座

趣味：楽器、ダンス

出身地：？

性格：？

＜謎多き、カリスマメガネ男子＞



 

 

 

 

 



桐谷　明日馬（キリヤ　アスマ）



 



『・・・やっと見つけた・・・』

 

『花見客が多いんやから気をつけな・・・はぐれるゆーたやろ？』

 

『ホンマ心配かけんといてくれる・・・？』

 

『あ・・・いや、怒ってるわけちゃうし・・・』

 

『はぁ〜・・そんな顔されたらどうしたらええかわからんし・・・』

 

『手・・・ずっとこうしてればもうはぐれへんやろ・・・な？』

 

『・・・桜・・・綺麗やな・・・また来ような・・・』

 

〜桐谷　明日馬★ＥＮＤ〜

★プロフィール★

名前：桐谷　明日馬（キリヤ　アスマ）

年齢：２９歳

職業：棋士

血液型：Ａ型

星座：さそり座

趣味：陶芸・剣道（近所の道場で子供たちの指導もしている）

出身：京都

性格：ツンデレ

＜実家は老舗呉服屋のセレブ天才メガネ男子＞



真壁　歩（マカベ　アユム）



 



『・・・ん・・・まだねむ・・・』

 

『今日は非番だから・・・もう少し寝かせて・・・』

 

『ダメって・・・そんなぁ〜・・・久しぶりの非番なんだからデートしようって？』

 

『う〜ん・・・デートは夢の中でしよ』

ギュー・・ッ

『・・・久しぶりの君だ・・・いいにおい・・・好き・・・君の・・・におい・・・』

 

『・・・おやすみ・・・』

 

〜真壁　歩★ＥＮＤ〜

★プロフィール★

名前：真壁　歩（マカベ　アユム）

年齢：３２歳

職業：刑事（ＮＹ市警帰りのプロファイラー）

血液型：Ｏ型

星座：やぎ座

趣味：釣り、登山

出身地：北海道

性格：温厚で天然、仕事モードに切り替わるとドＳ

＜ＮＹ帰りの超エリートメガネ男子＞



神楽坂　忍（カグラザカ　シノブ）



『今日で退院ですね・・・良くなってよかった』



『・・・え？僕のおかげだって？・・・そんなことないですよ』

『どんな病気も、患者さんの生きようとする強い気持ちが乗り越えるんです・・・』

『僕はただそのフォローをするだけですよ・・・』

『あのっ・・・駅まで・・送らせてくれませんか？』

『え？仕事？あ・・・いいんです夜勤明けでこれからいったん仮眠の為に帰宅するとこですから

』

『あ・・その、誰か迎えとか・・・いない？（よかった・・・）あ、いえ何でも』

『車玄関にまわしてあるんで・・・』

ガチャ（助手席のドアを開けエスコートする）

『さぁ・・・行きましょう』

『・・・え？白衣？なぜ脱がないかって？それは・・・その・・・』

『あなたはもう僕の患者じゃない今、白衣を脱いだら僕は医者でもなんでもないただの”男”で

す』

『だから脱げないんです・・・僕が”医者”でなくなったら、僕はあなたをこのまま連れ去ってしま

いそうだから』

『あなたが見たがっていた夕日の綺麗なあの海岸へ・・・』

『白衣・・・脱いでもいいですか？』

〜神楽坂　忍★ＥＮＤ〜

★プロフィール★

名前：神楽坂　忍（カグラザカ　シノブ）

年齢：２７歳

職業：外科医

血液型：ＡＢ型

星座：かに座

趣味：ドライブ（車はＢＭＷＺ４）、ピアノ

出身地：東京都

性格：誰にでも優しい、平等

＜笑顔が素敵な、憧れのメガネ男子＞



葵　はるか＆かなた（アオイ　ハルカ＆カナタ）



はるか：『今日は抜き打ち持ち物検査の日って教えてあったでしょ？』



はるか：『はい、これ（携帯）・・・』

はるか：『みんなの手前没収したけど、先生に見つかる前に僕が保管しといたから・・・ハイ、

返すよ』

はるか：『え？どうしてって？・・・生徒会長の不正が発覚したら今度の生徒会選挙に影響が

でるって？』

はるか：『・・・プッ！（笑）心配してくれてるの？だったら今日（持ち物検査日）くらい携帯

は置いてくるように』

 

はるか：『・・・そんなに携帯大事？・・・大事な誰かから連絡がくる・・とか？』

 

かなた：『そうだよなー！俺からの愛の電波を受け取る為に肌身離さず持ってるんだよね♪』

 

はるか：『うわっ！びっくりしたー！何だ、かなたか・・・』

かなた：『何だって・・・ひどいな〜俺ら双子の兄弟なのに何で以心伝心とかないわけ？？』

はるか：『一卵性じゃないからじゃない・・・』

 

かなた：『うっ・・・一刀両断系？てゆーか、はるかお兄様はちょっとどいて、ねぇ君一緒に帰

らない？』

かなた：『駅前にチョー旨いケーキ屋あるって２－Ｂの女子が言ってたからさ〜行こうよ！おご

るし♪』

 

はるか：『・・・その顔でケーキって・・・（プッ）』

 

かなた：『あぁ？何か言いましたか？お・兄・様！』

 

はるか：『別に・・・あ・・・そういえば都営図書館に隣接してるプラネタリウムのチケットあ

るんだけど・・・』

 

かなた：『なっ・・・！？』

 

はるか：『・・・星とか・・・興味ないかな？』

 

かなた：『あーーーーー！何どさくさに紛れてプラネタリウムとか誘っちゃってんの？？あり

えねぇ！』

 

はるか：『別に・・・興味ないなら・・・無理にとは・・・いや・・できれば君と・・・ダメ

かな？』

かなた：『そうだよ！プラネタリウムは旨くないぞ！俺とケーキ食いに・・・』

 



はるか：『かなた・・・イチゴとか・・・似合わない・・・（笑）』

 

かなた：『むっ！コイツ（はるか）なんか天体望遠鏡ばっかのぞいててマジオタクなんだぜ』

はるか：『・・・オタク・・・（むかっ）そっち（かなた）だってバンドオタクじゃないか！』

 

かなた：『だーもううっさ！！ねぇ！俺とケーキ・・・だよね？』

 

はるか：『僕とプラネタリウムだよね？』

 

はるか・かなた：『さぁ、どっちにする？』

 

〜葵　はるか＆かなた★ＥＮＤ〜

★プロフィール★

名前：葵　はるか（アオイ　ハルカ）

年齢：１７歳

職業：有名進学校に通う高校生

血液型：Ａ型

星座：おひつじ座

趣味：プラネタリウム、星座の研究、読書

出身地：神奈川県

性格：生真面目、まがった事が大嫌い

＜学園の優秀な生徒会長、生真面目メガネ男子＞

★プロフィール★

名前：葵　かなた（アオイ　カナタ）

年齢：１８歳

職業：有名進学校に通う高校生

血液型：Ａ型

星座：おひつじ座

趣味：バンド、ファッション、合コン

出身地：神奈川県

性格：やればできるがやらない

＜現代版ジゴロ、激モテメガネ男子＞

※ふたりは二卵性の双子、兄は背の低いハルカ、弟は長身カナタ



杉田　春（スギタ　ハル）



 



『いらっしゃいま・・・あ！こんにちは、お仕事帰りですか？』

 

『遅くまでお疲れ様です・・・ん、今日は外食されてきたんですか？あ、すみません・・

いつも夕飯の材料駅前のスーパーで買って帰られてるみたいなんで・・・いやそのバイトない日

たまに

見かけたりしてたんで・・・すみません』

 

『食欲が・・・？う〜ん・・・風邪ですかね？ちゃんと食べないとダメですよ・・・偉そうにす

みません』

 

『えっと・・・今日はプレゼントですか？それともご自宅用ですか？』

 

『ご自宅用ですね、では淡いピンクをベースにしてブーケにしますね・・・え？今日はピンクじ

ゃないんですか？』

 

『僕の好きな色・・・ですか？・・・僕は黄色が好きです』

 

『黄色ベースでブーケを？じゃぁ・・・これと・・これとこれがいいかなぁ〜こんな感じでどう

ですか？』

 

『え？これを僕に？？？薬代？薬代ってどういう意味ですか？・・・・なっ！僕が元気の特効薬

ってそんな・・・』

 

『か・・顔真っ赤ですよ、熱でもあるんじゃ・・・？大丈夫ですか？・・・お店もう閉店なんで

送ります！』

 

『三丁目でしたよね？途中で具合悪くなるといけなから・・・』

 

『すぐ閉店準備するんで待っててくださいね！』

 

〜杉田　春★ＥＮＤ〜

★プロフィール★

名前：杉田　春（スギタ　ハル）

年齢：２２歳

職業：フラワーショップ店員

血液型：O型

星座：みずがめ座

趣味：いけばな、ブラックバス釣り

出身地：滋賀県



性格：よく気がまわる

＜お花大好き、ナチュラル系メガネ男子＞



夕凪　空＆陸（ゆうなぎ　あき＆りく）



 



メイド猫カフェ　ＡＬＩＣＥ　ＣＡＦＥ　店内・・・

 

空（左）：『いらっしゃいませぇ〜』

陸（右）：『・・・』

空：『お客様、ご注文はいかがなさいますぅ？』

 

陸：『・・・オススメは特製ビタミンドリンクだ・・・』

 

空：『ほっこり癒しスイーツもオススメですぅ♪』

 

陸：『・・・オマエ顔色わりぃからごたごた言わずに食っとけ』

 

空：『もうっ！りくたんだめだよお客様にそんな言い方ー・・』

陸：『・・・』

空：『でも、お客様・・・とてもお疲れのご様子ですね・・・

　　　そんな時は僕らの愛がたーっぷりはいったメニューで元気になってくださいね♪』

陸：『まぁ・・・今日は特別に・・・特別にだぞ！・・・』

空：「ん？」

 

陸：『・・・俺も・・ア・・・アイをいれといてやる』

 

空：『りくたんずるーい！僕のほうがいっぱいいれるんだからね！』

陸：『まぁ・・・とりあえず、残さず食え！』

 

空：『うん♪いっぱい食べて元気になってね♪』

 

〜夕凪　空＆陸★ＥＮＤ〜

★プロフィール★

名前：夕凪　空（ユウナギ　アキ）

年齢：１７歳

職業：私立高校生（同人ゲームの声優）

血液型：O型

星座：うお座

趣味：コスプレ、同人ゲーム

出身地：千葉県

性格：天然不思議ちゃん

＜可愛いものが大好きな、乙女系メガネ男子＞

★プロフィール★

名前：夕凪　陸（ユウナギ　リク）



年齢：１７歳

職業：ロンドンの日本人学校から留学中

血液型：Ｂ型

星座：しし座

趣味：パンク、チェス

出身地：イギリスのロンドン

性格：ワガママな自由人

＜プライドが高い、ワガママメガネ男子＞

※ふたりはいとこ同士

 



雨宮　誠一郎（アメミヤ　セイイチロウ）



 



『あと一軒まわったら社にもどるぞ』

『・・・？』

『一日中外回りで疲れただと？』

『・・・はぁ・・・そんな顔するな（苦）』

『わかったよ・・・まったく・・・あと一軒だけだから黙って付いて来い』

 

－高級マンションの入口－

 

『ここで最後だ・・・』

 

『ぷっ！なんだ？そのキョトンとした顔は（笑）』

『オートロックがどうして開くのかって？』

 

『俺の家だからにきまっているだろう』

 

『ほら！ぼさっとしてないで早く来い！』

『忙しくて最近まともに夕飯とれてなかったろ？』

『今日は俺がうまいもんごちそうしてやる。男の手料理だ、文句は言うなよ』

 

『ん？何だ？タイムカードの心配してるのか？』

『戻るなら食ってから戻れよ・・・それと・・・』

 

『タイムカードの心配はするな・・・直帰すると連絡してある』

『帰るか帰らないか・・・お前が決めればいい・・・今日は特別に愚痴でもなんでも聞いてやる

』

 

『さぁ・・・おいで・・・』

 

〜雨宮　誠一郎★ＥＮＤ〜

★プロフィール★

名前：雨宮　誠一郎（アメミヤ　セイイチロウ）

年齢：３６歳

職業：商社マン

血液型：Ａ型

星座：いて座

趣味：株、旅行、テニス

出身地：東京

性格：超敏腕商社マン

＜ちょっとダンディー、独身貴族メガネ男子＞



 



★おまけ★



 



読んでくださってどうもありがとうございました★

ｂｙ　愛川のるん


