


ねこがきた。

クリスマスの日に子猫が来ました。

１０月の後半生まれ、女の子です。

近所の野良猫を保護している方から譲り受けました。

餌でおびき寄せて真っ先に出てきたのがこの子なんだそうな。

なので良く食べます。

え、っていうか兄弟やママともお別れとかしてないのかな。

でも今ではウチに慣れてゴロゴロ寝転がってます。

最近聞いた話では他の兄弟や親もちゃんと引き取られていったそうです。

JUGEMテーマ：キジトラの猫
2007.01.21 Sun

http://jugem.jp/theme/c154/2455/


トライガンホスピタル

なんとなくERのようにすべく、ネーム練ってます。
２２日締め切りなんですけどね。

間に合わんやん・・・。

なんとか間に合わせるようにはします。

手元にあるトーンが少ないんで、データで描いてモノクロレーザーで原稿に出力というふうに考

えてます。

大阪の「オールナイトウ〜」の方に出す新刊は表紙カラーってのは決めてますが

全ページがデジタルになる予定です。

2007.02.18 Sun



水張り

水張りして一晩置いたら下の方が割れていました。

今まで水張り後は棚に放置してたんだけど、今回はイーゼルに立てかけて、しかも下にティッシ

ュ引いてたからそれが水を吸って割れたんだ・・・。

今まで通りのズボラ張りの方がいいのかぁ・・・。

周りに紙などの水を吸収するものは置かない、ある程度湿気のある所でやる。

ですね。

割れた範囲が微妙過ぎて張り替えるのが面倒・・・。

追記

下の割れた所をカッターで切ってから、また紙を濡らしてリテイクしてみました。

とりあえず何とかなった。

やっぱ平らな所で日陰干しがいいみたいです。

2007.02.19 Mon



トライガンホスピタル原稿

今日は２１日であります。

・・・・何て言うか、終わらんとです。

2007.02.21 Wed



ねこのひ

締め切りで忘れてました、今日は猫の日です。

猫の日なのに猫に布団の上でちっこされました・+゜（つД｀）゜+・。
まだ子猫＋女の子なのでそんなに臭くは無いのが救い。

どうやら近くにシートが無かったので漏らしたらしい。

一旦怒ってからシートを用意して、夜中なので干せ無いし洗濯出来ないのでファブってたら、し

ょんぼりしながらこちらの様子を伺ってました。

今は服のの中で、一番落ち着くらしい素肌に抱っこで寝てます。

夢を見ているのかピクピク動いたり、たまに寝言も言います。

「ミャウリンガル」もヤフオクで購入して、今日届く予定。

この寝言、何と言ってるのかが気になる・・・。

金魚や鳥を威嚇している時の鳴き声に似てるような気も・・・。

JUGEMテーマ：キジトラの猫
2007.02.22 Thu

http://jugem.jp/theme/c154/2455/


ミャウリンガル

ヤフオクで購入したミャウリンガルが届きました。

最近田舎から届いた荷物の箱をクンクンしてから、行動とか鳴き声までワオワオおかしくなって

きたので使ってみると

「彼氏がほしいな〜」

「にゃんにゃんしたい♪」

まだ４ヶ月で人間で言うと６〜７歳なのに？

いつもとは違う所におしっこしたりするので、荷物の事もふまえて近所のネコ先生に聞いてみる

と

荷物に付いていた他のネコの臭いで野良だった頃を思い出て寂しくなったんじゃないか？

との事。

ネコ先生には以前、子猫の耳に付いてる黒いのは何でしょうかと相談したら

子猫は耳から粘液を出して母ネコにペロペロしてもらう習性があるんで、その粘液が酸化して黒

くなってるだけ。

と心強いアドバイスを頂いた事があります。

とりあえず寂しくないようによく抱っこやボールで遊ぶようにしてみました。

そしたら変な声で鳴く事も無くなり、落ち着いてくれました。

JUGEMテーマ：キジトラの猫
2007.02.26 Mon

http://jugem.jp/theme/c154/2455/


トライガン原稿

一応現在ここまで出来てます。

ヤマト便の営業所の最終集荷が７時なので今からは間に合いそうにありません。

うっ…これで２日間寝てない…。
タモリ倶楽部から寝てない。

モカは１日１本しかダメなようです（それ以上服用するとどうなるんだろう？）

何かフワフワします。

今まで原稿などをあまり描いた事が無かったので、時間がどのくらいかかるのか計算出来てなか

ったせいもあります（PC作業なので尚更）
セリフ入れるだけで半日かかったり（飾り文字の配置やセリフ変更などもある為）

３回くらい内容の変更をしたりしてたので、遅れたのもあります。

前回の記事に「ERにすべく〜」とか書いてあるよ、全然ERじゃないです。
でもウルフウッドがなんとなくDr.コバッチュに見える…ような気もする。
2007.03.04 Sun



linkinpark

リンキンはいいですね。

ヲタならリンキン聞きますよね。

Star TrekのテーマにもなったCrawlingとか。
In the ENDの方がメジャーでしょうか？
From The insideの"you!"シャウトも好きです。
one step closerの一場面をちょっとドローイングしてみました。

追記　：　画像が見えにくかったので、変えました。

2007.03.30 Fri



レンジャーズストライクソリッドVol.1

レンジャーズストライクソリッドVol.1 魔法戦隊マジレンジャーのマジレッド。
これは、カードダスのトレカ「レンジャーズストライク」から人気のあるシリーズを立体フィギ

ュア化したものです。

結構マッチョに作られているのをトイザらスで見つけて「マジレッド」か「バルイーグル」が気

に入ったので確実に手に入れる為、ヤフオクで購入しました。

通常版だったので、これからオリジナル塗装し直します。

何かもうちょっとダークにしたいカンジ、レンジャースーツは光沢を出して

と、色々いじってみたい。

2007.03.28 Wed



ジャイロボール

JUGEMの人気キーワードの中に「ジャイロボール」を見つけて、その昔「探偵ナイトスクープ」
という大阪の番組の事を久々に思い出しました。

その内容は「魔球を投げる工場長」というモノで、確かに白黒に塗り分けられたボールが横に回

転しながら前方のキャッチャーミットに納まるという考えられんようなボールを若干２０代の若

い工場長が投げていました。

「何故野球選手にならなかったのですか？」の問いに「工場長ですから」と答えていました。

阪神の赤星を討ち取っていたように記憶しています。

2007.03.08 Thu



塗り、グレースケール。

今回のはデータ入稿では無くプリントアウトして発送なのでドットにしちゃってます。

でもその上からホワイト入れちゃってます、印刷に出るんだろうか？

本来グレースケールで入稿する場合はドットにしてはいけないみたいです（モアレが発生する

から）

B5サイズ用 600dpi グレースケール
二値化させると1200dpiにしなきゃならないから処理が出来ません。
と言いますか、二値化はあんまり好きじゃ無かったりして。

2007.03.07 Wed



トライガンホスピタルとかへのリンク

以前から原稿がどうのとか言っていましたが、肝心のサイトへのリンクを貼り忘れていました。

４月８日に大阪で開催される「オール　ナイトウ　ニッポン」

で発行されるアンソロジーです。

内容はトライガンと医療を合わせたマニア企画。

で、その原稿に取り組んでいる最中。

2007.03.06 Tue

http://fbi.main.jp/bf/kikaku2/th.html
http://allnightow.web.fc2.com/


原稿の進み具合。

イラストがカラーになっていますが、掲載はモノクロです。

カラーで描いてモノクロにしようと思ったのですが、異常に重たくなるだけでした。

しかしB5の600dpiグレースケールでPCがフリーズするってどうよ。
システムのプロパティ見てみたら「1GHz 368MB RAM」となっています、これはメモリ無さ杉。
止まるワケだ。

というワケで頬をU字工事並に張りながら頑張っております。

追記

前回「タモリ倶楽部から〜」と書きましたが、それじゃそこまでは寝てたみたいになるので、正

しくは金曜の「笑っていいとも」から寝てませんでした。

ちゃんと月曜の午前中には就寝。

連日モカ服用の後遺症としては、体温が上がらないのと空腹感が来ないという具合でした。

今日は暖かかったようなのに自分だけ凍えていました。

2007.03.06 Tue



オールナイトウニッポン

本日開催ですね。

本当は４月の初めにここで書いておかなければならなかったんですが・・・。

スペースは『楽園-１７　の　美好的』です、みよしてき　ではなく、びこうてき。
サークル名はこのなかから適当に決定。

【あれもラブ。これもラブ。】

本は印刷が間に合わなかったので、コピー誌で３０部無料配布している・・・予定です。

間に合ったのかどうか分かりませんιι

６日の１９時までに間に合わなかったので７日ヤマト便で朝一番に最速便で出したのですが('A`)
受付のおっちゃんが「大丈夫ですよ〜」と言っていたけど届いたんだろうか。

調べてみた。

【クロネコヤマトの荷物お問い合わせシステム 】
「このお品物はお届けが済んでおります。9:59」
・・・・間に合ったんだろうか。

今日は内藤さんのお誕生日だそうで、お釈迦様の誕生日だとか、イースターでもあります。

2007.04.08 Sun

http://www.annie.ne.jp/~moto/moon/
http://toi.kuronekoyamato.co.jp/cgi-bin/tneko?init


やばい

ヤバいくらい目眩が

多分飲んでしまった抗うつ剤連日服用の副作用だと思われ。

ウルフウッドが薬ｲｸﾅｲ!と体を張って教えてくれているのに。
グルグル回転した後のようなカンジで景色が回って吐き気が〜。

今日は休みます。。。

2007.04.09 Mon



トライガンイベント告知

▼次回トライガンイベント

TRI AGAIN
2007/10/7（日）会場：綿商会館4Fホール 

[TRIGUN]&[TRIGUN MAXIMUM]onlyEVENT【it's showtime!!】
2008/2/17（日）会場：綿商会館4F

同じ会場で10月と2月にあるようです。

とりあえず貼っておきます。

出来ればどちらも参加する方向で。

2007.04.24 Tue

http://triagain1007.web.fc2.com
http://roo.to/showtime


マイスリーオソロシス・・・

↑マイスリー服用後に作っていた薄気味悪いパスタ。

以前ココに変な書き込みがあったと思うんですけど。

自分には書き込んだ覚えが無いのです・・・。

でも携帯の送信履歴を見てみると確かに送っている・・・。

時間帯を見てみると、睡眠薬「マイスリー」を飲んだ時間帯。

マイスリーを服用した後に寝た筈なんですが、自分でも気づかないウチにメールを送っていたよ

うです。

その後も、マイスリーを服用した後にパスタを作っていたらしいのです・・・。

上の写真のです。

ほうれん草のパスタなのですが、豆腐が無かったので豆乳を入れていた模様。

ゴミ箱の中に携帯用の豆乳パックが捨ててあって、ほうれん草も１束無くなってました。

しかも何故か写真が携帯に残ってて、台所も綺麗に片づいていて・・・。

何をやっていたんだろう自分は・・・全く覚えて無い。

アメリカでマイスリー（アメリカではAmbienという商品名で販売）
に対して夢遊病などの異常行動を取る副作用が確認されて勧告が出てるとか。

マイスリー-wikipedia-
食事を取ろうとしたり〜・・・自分じゃないですか。

車を運転というのもある、運転・・・車は無事だけど・・・。

===========================
▼正しいほうれん草パスタの作り方（１人分）

・パスタ適量（100g前後）
・ほうれん草（１束）

・豆腐（1/4丁）

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC


・味噌（適量）

・ぬる湯

・コンソメキューブ１コ

１．ほうれん草を茹でながら、ミキサーを用意。

その中に豆腐と味噌とコンソメキューブを入れてからお湯を少なめに投入。

２．茹で上がったほうれん草の3/4くらいをミキサーに投入。
突然回すと温度差が生じてミキサーがブーブー言うかもしてないので、フラッシュ気味に回して

いく。

３．パスタをほうれん草の茹で汁で煮る。

４．茹で上がったらミキサーのソースと残しておいたほうれん草を添えて出来上がり。

簡単(ﾟдﾟ)ｳﾏｰ
2007.04.20 Fri



めまいの原因

なかなかめまいが治らなくて、今日病院へ行ってみたら「メニエール病」と診断されました。

メニエール病-Wikipedia
回転性のめまいだったし（景色が回る）低音が聞こえにくい（難聴）かも。

なんだか連日の徹夜や過労などが原因の模様。

爆音を聴き続けていたからではないらしい（リンキン）

リンパ水腫とか何やらで炎症を抑える薬などを貰いました。

「ちゃんと睡眠を取ってもらわないともっと重くなるので、ちゃんと寝て休養を取って下さい」

と言われ、いつも短時間で睡眠を取る為に飲んでいたマイスリー5mgを10mgに増やされました。
そ・・・そんな５時間以上は寝れないよι

重くなるって、wikiには失聴とか書いてあるよ(；゜Д゜)))ガクブル・・・マンガだけど。
どうしよう、５月の新刊２冊を１冊に変更した方がいいのか・・・。

それとも７月までじっくり２冊を描くのか・・・。

2007.04.11 Wed

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%97%85


タイトルの英文

分かった人も、分からなかった人も。

今回（4/8）のオールナイトウニッポンで発行した本のタイトルの英文の意味を本の中に描き忘れ
てました。

簡単な単語ばかりなので分かると思いますが。。。

「You cross your heart and hope to die./クロス切っておっ死んじまいたい」
当時の心境を表してみました。

というかBjorkの「It's Oh So Quiet」の中の１節から。
BGMはリンキンなのにビョーク。

現在制作中の本の中に、その台詞を入れた話を描く予定なのでそれがタイトルになりました。

なので今度のトライガン本のタイトルもそれ。

今回のはYou cross your heart and hope to die.［大阪限定版］になるワケです。
2007.04.11 Wed



さくら（遅い）

近くにワシントンで有名なポトマック桜があります。

１房が自分のこぶしと同じくらいある、とても大きな桜です。

毎年ライトアップされているので、今年も１枚。

月をバックに撮影しました。

後日、妹も同じ構図で撮影したとの事。

2007.04.11 Wed



リンキン新曲

リンキンの新譜「Minutes To Midnight」の「what I've Done」ＰＶ画像見て感想なんか描いてみた
りして。

【拡大画像はこちら】　新規窓開きます。

今気づきましたが、あと二人を描いてない・・・マイク篠田とか・韓(ハン)君。。。メインじゃな
いか。。。

1600円のがあるのは逆輸入版という事でしょうか？

Minutes To Midnight
【日本版はこちら】　←今回の日本版ボーナストラックはFAINTのライブ音源です。
2007.05.14 Mon

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/what0.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000OCXMAE/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000O76PR6/nightow-yukiko-22/ref=nosim/


構想中。。。

【画像をクリックすると別窓が開きます】

現在構想を練っているオリジナル話のキャラです。

他にもあと二人。

好きなライフル描きたい、実在する特殊な日本刀とか、過去の日露とか独とか、仏も絡めて。

そんな話。

フランスに持って行けるといいなぁ。

2007.05.15 Tue

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/d-bast0.html


ミニッツ・トゥ・ミッドナイト

昨日が発売日でしたがAmazonで申し込んだ為、１日遅れの今日届く予定です。
夕方の４時にAmazonから「発送致しました」とのメールが、午前中発送じゃなくて夕方なんで
すね・・・まぁ送料無料になってるから仕方ないけど。

という事でまだ手元にはありません。

リンキン新曲ＣＤが届くまであともう少し、まさに「ミニッツ・トゥ・ミッドナイト」夜明けま

であと数分。

１６日に、偶然入ったファーストフード店で「What I've Done」がかかってました。
MTVやyoutube［たぶん公式に配信］では聞けるようになっていましたが有線は発売日から解禁と
いう事なんですね。

これが情報化社会とのタイムラグというモノなのでしょうか。

どうでもいい追記：実は画像描いてたんですが、スキャナーが線を読みとってくれなくなって。

よくあるので〆切近いと戦々恐々です。

「Rockin on」のインタビューを元にしたやつなんですけど、掲載する機会があればまた。
2007.05.17 Thu

http://www.mtv.com
http://www.youtube.com


ミニッツ・トゥ・ミッドナイト感想

・Wake
レコードのプチプチ音。

管野・功殻テイスト。

・Givin Up
手拍子とアクセサリーのチャリチャリ音が聞こえる。

リンキンぽくて、これが一番好きです。

・Leave out all the rest
チェスターのアイドル歌唱

「君へのマーミィ〜」

・Bleed it out
マイク篠田のラップ独唱。

臨場感というか、どこで録音？

・shadow of the day
アイドル曲がもうひとつ、チェスターの声の掠れが気になる。

↓音が下の曲に続きます

・what I've done
キター!!!シングル版やネットですでに聴いていましたが、やっぱり冠曲。
「自分のしてきた事は〜」と振り返る新生リンキンソング。

・hands held high 
クラシカルな何とかパレード

放送禁止用語が聞こえた。

・No more sorrow
「アストロ球団」が始まるのかと思った、懐かしのメロディーライン。

水戸黄門みたいな。

「ヨネスケ〜！」

・valentine's day
チェスターがバレンタインに振られたのかと思った、歌い出しが。

あれ、何かおかしい？向こうではおかしくないか。

全然そんな意味じゃ無いですけど。

・In between
あれ、声が低い？と思ったら篠田でした。

篠田ラップしない、メロディアスに歌い上げるよ。

・In pieces
チェスターの元奥さんに対する事、云々かんぬん・・・。

「もうバラバラだ！」「真実は君の嘘にあるんだ」「横たわった体躯が浪費するもの」「出て



いけ、君は一人だ！」←適当に訳してみましたが・・・。

「今言える事は、君が何も持っていかなかったという事だ」という歌詞があるので、親権はチェ

スターが取ったという事なんでしょうか？

君は一人とも言っているので。

・The little things
最初女性が歌ってるのかと思ってビックリ。

でもチェスターだった、声の掠れにこんな利点が。

★日本版のみボーナストラック

・Faint（Live）
日本版ボーナストラックなのにチャイナっぽいメロディー。

「メテオラ」に収録されていた曲のライブ版です。

「〜鬼さん手の鳴る方へ」の「Nobody's listening」の日本っぽさ。

追記：16日付けオリコン初登場１位。
2007.05.20 Sun



ヤンキンアワーズ６月号にて。

内藤先生お疲れさまでした。

何か一つの時代が終わったカンジがして感慨深いです。

ところでヤンキンアワーズ今月号（６月号）にて

ヴァッシュには「お疲れさん」なのに

ウルフウッドには「また宜しく」

「また宜しく」とは・・・？

『また』があるんですか？

期待してもいいんでしょうか？

子供に向けた作品も描いて行きたい、とも言っていましたが・・・。

まさかテレ東夕方６時っぽい作品とか。

2007.05.23 Wed



japan EXPO 8　july 6.7.8/2007

今年（2007）の７月６・７・８日にパリで開催される
「japan EXPO 8」
に参加する事になりました。

（企業ブースに間借りする形になりますが）

今後詳しく決まり次第、こちらでお知らせしていきます。

やっと航空券が取れたー！！

ネットで色々探してみたんですが、今の時期はどれも満席（3〜4月に取っておけば良かった）
早めの夏休みの方々でしょうか？

都内の

H.I.S.
に行って飛行機もホテルも押さえてもらいました。

妹が前回お世話になって、良かったそうなので。

お値段も抑えられて良かった (´-`)ホッ...

ネット環境は不明なので、ルーブルに行くついでにネットカフェ

「和みどころ〜うらばす〜」

にでも行ってきます。

日本だとドローイング集が無くて、あってもいらない解説が付いてたりして万を超えてたり。。

。

フランスだと20ページ前後で?1000くらい（現在はユーロ高ですが日本より安い）
さすが、こういう所が芸術の国ですね。

日本のいい所といえば、工業製品が良品でマトモな価格帯という所でしょうか。

http://www.japan-expo.com/en/index.php
http://www.his-j.com/index.html
http://home1.netpalace.jp/urabass/top.cgi


JUGEMテーマ：フランス
2007.05.25 Fri

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


今日のお昼はケンタッキー・・・

ポテトとチキン（正式にはオリジナルチキンと言うらしい）とドリンクのセットを頼んだらオマ

ケにオモチャが付いてくるモノでした。

マックで言うハッピーセットなんですが・・・。

トゥイーティーだなんて、ヒドいよケンタッキー。

追記：サラダセットにしようかと思いましたが、その時はポテトが食べたい気分だったのでこち

らにしましたが。

こんなニュースになっていたようで。

【ガラス片：ケンタッキーのサラダに混入　客の歯欠ける】

2007.05.29 Tue

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070601k0000e040062000c.html


あやうしフランス行き。

１０代の頃に取ったパスポートが期限切れになっていたので、今日申請をしてきました。

なんでも１０代では５年パスポートしか申請出来ないとの事、てっきり１０年かと思ってた。

２７日本籍に謄本の申請して今日届いて、交付が８日になるそうです。

１１日間で交付、本籍が現住所と同じだったらもっと早いみたいです。

しかし以前のが「NAITO」（音的に夜さん）だったので「NAITOH」に直そうとしたら出来ない。
なんでも最初に家族の誰かが申請した名前のアルファベットでしかもう登録出来ないんだそうな

。

家族で最初に申請したのが未成年の時の自分。

旧パスを申請した時が2000年4月4日で、同年4月1日から特例で「NAITOH」申請出来たのに、窓
口の方から何の説明も無く勝手に「NAITO」と書かれていました。
まぁ10代の頃にそんな知識も無ければ、一人で申請に行きましたし、施行後すぐだから知ってる
筈なのに。

何か子供だと思って、ヒドイなぁ・・・選択の余地無しなんて。

そこで旅行代理店で「NAITOH」で取ってもらっていたのがキャンセルになってしまい、新たに取
り直しという事に。

キャンセル料が発生するワケで・・・。

直行便の飛行機が無い、経由で探すとロンドン経由が有。

ホテルは要問合せで２件。

両方に問合せをしてもらっていたら、１つが見たような名前・・・。

最初にネットで探してGoogle地図でルート検索までしたホテルでした、それの方が安いし、それ
に決まって欲しい・・・。

JUGEMテーマ：フランス

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


2007.06.02 Sat



ネコ避妊手術

マルコが避妊手術を受ける事になりました。

マルコとはこのネコの名前です、女の子ですけど。

追記：マルコとはイタリアで男の子の名前　聖マルコ：羽根の生えたライオン

発情期間が１回目は４日間鳴き続け、２回目は１週間。

病院に問い合わせてみた所、手術は有る程度の体重になっていないといけない、つまりはほぼ大

人になっていなければ手術出来ないんだそうな。

そして３回目の時点で体重が約2.3kgの大人体重になったので、今回手術する事になりました。

発情中はとにかく色んな場所でおしっこをするので、今回は布団にやられました。

いつもはちゃんとトイレ行けてるのになぁ・・・来たばかりの時、トイレの場所を教えた訳でも

無いのにちゃんと砂トイレにしてたのには驚きました。

手術費用は¥19000
ネコの保護をしていてマルコをウチに連れてきた方と病院に行ったのですが、半額＋くらい出し

て頂いてしまいました。

事前に避妊手術費をなんぼか負担するという約束だったので。

とはいえ、どうもありがとうございました。

入院は2泊3日で、２日の午前中に手術をして４日に帰宅。
今くらいの時間は多分起きているだろうけど、どうしてるんだろうなぁ・・・。

家の中に他の大きいネコが入って来ただけでビビっておもらしをしていたので、ゲージの中でブ

ルブルしているかも。

連れていく時、暴れるかな？と思ったのですが、それまでギャーギャー鳴いていたのが急に大人

しくなり、カゴに入れても目をまん丸にしてこっちを見てるだけで、車内でも病院でもジッとし



ていました。

どうしたんでしょう？何かいつもと違う雰囲気だったので怖くなったのかも。

初カゴでは無かったのですが、初外だったので捨てられる！とでも思った、とか？

とりあえずマルコが居ないので部屋の大掃除をするつもりですが、４日の１９時までに上げなけ

ればならないネームもあるのでそれはそれで、こっちも大変なのでした。

JUGEMテーマ：キジトラの猫
2007.06.03 Sun

http://jugem.jp/theme/c154/2455/


japanEXPO8 in paris［予定や会場］

2007年7月6/7/8日に開催される「japan EXPO 8」の詳細です。
会場内でのスペースは「アンシャントマン-Enchantement-」さんのブースの一部です。
新刊はオリジナルを１冊予定しています。

こちら（ブログ）で通販出来るかどうかは未定（思案中）

本の内容、プロセスをこのブログで公開していきます。

多分会場は美しいコスプレイヤーさん達で埋め尽くされるのでしょうね。

▼「japanEXPO8」
住所：d'Exposition Paris Nord Villepinte
　　　　BP60004 95970 Roissy Charles de Gaulle Cedex France
【google地図開きます】
最寄り駅：RER B線「Parc d'Exposition Paris Nord」駅（シャルル・ド・ゴール空港近くの方）
駅に案内板があり、会場内にも日本語案内が有るそうです。

イメージはコミケとほぼ同じです。

▼入場費（1ユーロ?163で計算）高い・・・。
　１日券　12ユーロ（約?1961）３日券　28ユーロ（約?4575）

その後、日本のイベントはトライガンのもののみを予定しています。

JUGEMテーマ：フランス
2007.06.04 Mon

http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&q=Parc+des+Expositions+de+Paris-Nord-Villepinte,+93420+Villepinte,+France&sll=48.970749,2.522715&sspn=0.042539,0.031672&ie=UTF8&ll=48.970752,2.522478&spn=0.042539,0.083427&z=14&iwloc=addr&om=0
http://jugem.jp/theme/c149/3078/


フランス　EXPO新刊

７月の「japan EXPO 8」に出す新刊の最新画像です。
今日の（正確には前日の４日）にアンシャントマンの松山さん達にお見せしたキャラクターのラ

フになります。

ドミニク

Ｊ(仮)
【画像をクリックすると新窓が開きます】

あともう一人いるんですが、まだカラーでは出来てなくて。

なにしろ以前から構想あったものの、昨日やっとキャラ設定絵が出来たという状態。

これでマンガを描こうと思ったのですが・・・イラストの方で描いてほしいと言われました。

どうやらフランスではイラスト集や写真集の方が需要があるようです。

日本だとイラストだけの同人誌というのはそんなに需要が無いのですが、あちらは芸術の国な

ので、一つの絵を大切にするようなカンジ。

前に大学の美術史のレポートで「日本の美術はクラフトワークである」というのを書いたのを思

い出しました。

日本美術は『襖の為の絵』『床の間を飾る為の絵』というように何かに付随するような位置合い

http://www.mangaculture.com/
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/d0.html
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/j0.html


にあります。

なので日本のマンガの絵というと『物語を説明する為の絵』という事になる、というモノ。

いやぁ、結構本当だったんですね。

レポートって適当に書いてたから、だって３日で２万字だったので。

2007.06.05 Tue



名刺作成

名刺はつくづく必要だと思い、一応作ってみました。

背景の画像はもうちょっと描き込んだ方が良いかも。

サイズを調べたらアメリカサイズ（51mm×89mm）はL版（127mm×89mm）で作れるっぽいので
高い名刺用紙では無くL版で。
光沢にしようかマットにしようか・・・。

ちなみに日本での標準は4号（55mm×91mm）です。
アメサイズの方が小さいからカード入れにも収まるでしょう。

でも、どうなんだろう、日本標準じゃなきゃダメだったりする？

2007.06.17 Sun



マルコ避妊手術〜その後

言い遅れましたが、マルコが避妊手術から戻り、抜糸も済んで今は元気にしております。

かかった費用ですが所沢にある「大串病院」という所で¥19000で済みました。
通常は軽く2万超えるらしいのですが、結構簡易な所で、お医者さんもかなり無愛想でラフな方。
ネコ師匠に紹介してもらった病院でしたがちょっとどうだろう・・と思ってましたが、術後の経

過も超良好で飛び跳ねたりしているので、結構いい病院だったのかも。

後日聞いてみたら、ボランティアで猫を避妊・去勢させている人たちが良く利用する病院という

事でした。

結構な名病院だったらしい。

アフターケアも良くて、太りやすくなるからと言われキャットフードのサンプルなんかも頂いて

しまいました。

追記：そういえば前の項目にも手術費用の事書いてありましたね。

ウチにネコの手術費用の事について検索してきた方がいらっしゃったので。

今回のは特別安い方なので、別の病院で調べたら女の子¥23000男の子¥16000ぐらいだったと思
います。

JUGEMテーマ：キジトラの猫
2007.06.17 Sun

http://jugem.jp/theme/c154/2455/


ネット通販

ヤフオクで落札したのですが、出品者から１日経っても連絡が無い・・・(´・ω・｀)
取引ナビで一応こっちから連絡入れましたが、数日間待つのがデフォ？

もしかして、オクで落札してもらった時に速攻で連絡入れる自分は焦りすぎ？

落札者さんに『もうちょっと余裕持とうよ〜』とか思われてるのかも・・・。

追記：やっと連絡来ました、メールチェック忘れてたって。

まぁ、そんな事もあるさ。

ネット通販でもう一つ、アメリカのサイトでサプリメントを購入しました。

未認可のものでは無く、普通のアミノ酸系なのですが、それのみといったサプリが無かったので

。

＄立てで16.55くらい、日本で13日20時に入金してN.Y.から現地時間15日10時に発送で、自宅に到
着したのが19日の午後でした。
海外通販だと大体1週間くらい、日本の通販でも似たようなカンジですから世界は縮まってますね
。

ヤマト便だと当日19時ぐらいまでに集配所に持っていくと九州や北海道でも翌日の10時までに発
送出来るというサービスがあるそうです。

【ヤマト運輸・宅急便タイムサービス】

しかも今の時代、原稿は『データで送って下さい』が基本だし。

そうなると時間は数分や数秒。

隣に印刷屋のオヤジが待機しているようなイメージです。

追記：アメリカのサプリ屋ですが、製品を作っている会社の説明に

「親子３代にわたり〜（云々）〜アットホームな会社です」とありました。

製薬会社なのにアットホーム・・・かなりラフに製薬してるんですね・・・。

お薬の見た目は東急ハンズなカンジでした、でも検索してみると本物。

う〜ん・・・。

2007.06.20 Wed

http://www.kuronekoyamato.co.jp/time/time.html


銀魂見てからネカフェでスネーク三昧

すみませんスキャナーが読んでくれませんでした。

なので写メで掲載、後日ちゃんと画像アップさせて頂きます。

追記：画像変更しました。

という事で画像は銀魂です、最終回じゃなかったのね。

打ち切りになるドラマも最近は結構あるってのに快挙。

デスノはちゃんと来週終わります、続かないし続けられない、コミックでは108話で終了、ちゃん
と計算されてる、凄いなぁ…。

という事で、マンガ喫茶で泊り込み集中カンヅメです。

最近ネトカフェにハマっていて難民では無いのですが、こっちの方が集中出来るし明日早いし。

という事で渋谷のポパイへ。

渋谷はF6とF3があって3Fが+、違いがわからん。
どっちも10時間のロングナイトパック約¥2000
現在キャンペーンで渋谷+では30分¥10になってます。
サイトのと実際のプランがちがうので注意。

食事は持ち込み可能、ドリンクも渋谷MANBOOと全く一緒なカンジです。
media cafe POPEYE
「アップルシード」探したけど無かったので「バイオメガ」読みました。

古いの本は無いの？

▼今回ようつべで見た画像リンク(いわゆるお気に入り)
すみませんメタルギアばっかです(しかも3とonlineだけ)
【メタルギアエンジェルA】
　　こぎゃる！

http://www.media-cafe.ne.jp/
http://www.youtube.com/watch?v=zeDZE2MkBn4


【日本メタルギア工業】

　この曲を以前の携帯で着メロとして使用してました。

　というか今のウィルコムesでは着メロ使えない(使えるけどﾒﾄﾞｲし似合わないカンジ)
【メタルギアエンジェルZ】
　エンジェルの曲はメタルギアに合う。

【可哀想な通信兵】

　現状維持で頑張れ。

【ださすぎるオセロット】

　オセロット…不思議だ、この緊張感。
【メタルギアソリッド3　公式アホプレイ　愛国者達の遺産】
　サバゲではよく似たような事態に。

　誰だ！後ろからハンドガンでｶﾞｯした奴…すみません弱くて。
　この動画が一番のお気に入りです。

【さよならＭＧＯ】

　段ボール最強説。

【METAL GEAR AHOD -黒毛和牛Remix-　(メタルギアソリッド3 パロディ映像のリメイク)】
　BGMだけでこんなにも変わる、大好き〜よ。
【【MAD】かくだんとう】
　あなたと　あたし　核弾頭。

【Metal Gear Solid 3 SE】
　すみません最後にちゃんとカコイ！のを。

　曲がリンキンぽかったんですが調べてみたら

　「ラリー・ミューレン&アダム・クレイトン」でも声の高さとか…似てる〜。
2007.06.22 Fri

http://www.youtube.com/watch?v=QDX4oepRQ-M
http://www.youtube.com/watch?v=JyTIPB1bLQE
http://www.youtube.com/watch?v=opeqlmV7tPM
http://www.youtube.com/watch?v=d8d1RRJnrZI
http://www.youtube.com/watch?v=nPXkUex3w7Y
http://www.youtube.com/watch?v=aWae8vlk8NQ
http://www.youtube.com/watch?v=_KGnb2UOkbc
http://www.youtube.com/watch?v=3WXG3e1BH4M
http://www.youtube.com/watch?v=6ojxGVEp9WQ


本の進行状況

ところでフランスで発行する予定の本ですが、印刷の予約を入れて締め切り日の連絡が来たんで

すが

「宅配便が翌日に間に合うようであれば26日にお願いします」
という事はweb入稿だと27日でいいって事ですか〜！
…いつも遅れるので26日を念頭に頑張ってみます。

「画像を多めに」

という事だったので、イメージボードを多数入れるようにしました。

日本で出すとマンガの無い中途半端な本という事になりますが…。

左閉じ・日仏バイリンガル版で、巻頭にカラーが付いてます。

B5でページ数は未定(!!)でも価格は4ユーロくらいになる予定です。
2007.06.22 Fri



イメージボード

B4のクロッキーノート。
B4をスキャンできるスキャナーなんて無いから写真ですみませんが。
6x6分割して36ページを想定して作ってみたんだけど。
あと８ページ埋まらな〜い。

28ページか、薄いなぁ・・・。
１ページに結構詰め込んでいるからなのかもしれない。

PCも「仮想ディスクが目一杯でやんす」と、もうそろそろ限界だと言ってくるし
スキャナーも「読めない」と。

５年は軽く超えているからかな・・・。

そんなモンなの(´A`;)
とりあえず別の所行ってきて読んで来るしかない・・・思いつくのは学校。

変装して行くか。

2007.06.25 Mon



スキャナー借りてきた。

妹に。

なので遠出する事無く解決、しかし解像度が72dpiに・・・。
設定がいまいち分からないけど、画像の大きさはかなり大きめにスキャンしているので見た目に

は問題なし。

久しぶりに食べたカップ焼きそばが油っこくってちょっと胃もたれしつつ…。
クロッキーしてた中から見つけた、以前描いてた模写。

ミュシャです。

とりあえず誰に見せるでも無く描いてたモノだけど、ついでにうｐ。

最終的に締切りが無理言って２８日の午前１０時に。

自宅だと回線細いので、近所のネトカフェに行くっきゃない！

それにしてもNTTの基地局と基地局の境目の一番遠い所ってのはあんまりです。
ここは山奥でも農村でも無いし、ちゃんと急行が止まる駅なのに…。
2007.06.26 Tue



フランス語が！

フランス語がぁ〜！！　　ピンチだ…。
日本語で書かれたものをある程度フランス語に翻訳して書いているのですが、その工程が。

「日本語」→勘「英語」→「仏語」確認→「日本語」とややこしい事になっています。

英語だと理解できるものの、仏語だと慣れていないもので。

銃器の設定とかは、そのまま日本語です。

昔、購入したEVAの設定資料(仏語：日本語版が当時手に入らなかったので)もほとんどが日本語そ
のままでしたし、いいかな、と思って。

こんなトコで役に立つとは思わなかった。

JUGEMテーマ：フランス
2007.06.27 Wed

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


「enfants terribles」

終った…。
この表紙、２時間で描きました。

どうしようか悩んでいたので、ギリギリで入稿、すみませんでした。

予約していた美容院にも行ってきました、久しぶりに外に出たので買出しもしてきました。

フランス語はもう限界です。

this is が　c'est　だという事は分かりましたが、１回しか使用せず。
短縮に短縮を重ね結構短い言い回しにしてみたり、分からない場合は英語にしてしまったりと、

結構アバウト。

そして内容と構想と設定はどんどん拡大してゆく…。
2007.06.30 Sat

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/enfants-terribles0.html


カップヌードルRefill

「カップヌードルRefill」
旅行用にと思い、色々な所を探していたのですが見つからず、ネットで調べてみたら簡単に通販

で発見。

【ファミマ・フードパーク】

http://famima.foodpark.jp
7月1日までの¥784/8packsセール品
しかし、どう見てもパッケージに書いてある「エコ　スタイル」には見えない大きな箱です。

本体自体もかなり真空パックでガチガチなので普通に袋詰めでも大丈夫そうなのに。

やっぱりカップのような頑丈そうな物でがっちりコーティングしてないと双方とも不安になるん

でしょうか？

調べてみたら、日本の食品の過剰パッケージングが加速したのは例のグリコ・森永事件がキッカ

ケのようです。

毎週水曜しかビニールゴミの収集来ないのに生ゴミより多くなってしまうのもいかがなモノかと

。

この段ボールも第三金曜しか収集来ないや…次は20日だ。
2007.07.01 Sun



出発

何だか、成田に着いてから北ウィングを目指し空港ロビー４階に行くまでに次々と階を上って行

きながら、両替を済まし、携帯を入手し・・・と、まるで燃えよドラゴンのような、もといキメ

ラの塔のようでした。

やっぱりブリティッシュ・エアウェイズ遅れてます。

前日に別の空港だけどテロがあったもんなぁ・・・。

１時間遅れの11:45に。
向こうの乗り継ぎ乗れないから代わりの便を向こうでご用意・・・。

早速ここで英会話か。

ちょっと向こうで落ち着くまで、ココの更新は無しです。

多分向こうのマンガ喫茶から書き込む予定。

HDもカードリーダーも持ち込めました。

JUGEMテーマ：フランス
2007.07.02 Mon

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


パリにて。

ブリティッシュ・エアウェイズが1時間遅れ、それに合わせてエアフランスも18時にリザーブし直
してもらったら(この時点でもガクブルなのですが…)それも1時間遅れ、オペラ」operaに着いた時
には22時を回っていました!!
ちょ…ﾃﾗﾔﾊﾞｽ!!どうなるんだよブリティッシュ・エアウェイズにエールフランス！！
やっとの事でローマ通りR.Romeのバス停(80乗り場)に着いた頃には23時！
もしかして今日中には着かないかも(((( ;ﾟДﾟ))))ｶﾞｸﾌﾞﾙ
と思っていたら丁度バスが来て、急いで飛び乗りました。

>18区役所18e終点だったのでそのまま待っていたら誰も居なくなってました。
慌てて降りようとしたら運転手さんが「どうしたんだい？」と助け舟。

「ホテルに行きたいけど、道が分からない〜！」

と言った所、たまたま通りかかった中東系のご夫婦に「案内してあげるよ」と…。
地獄に仏ー！！｡·ﾟ·(ﾉД`)·ﾟ·｡
ご親切に目的地まで連れて行ってもらいました、ホテルにチェックイン出来たのは23:45
運転手さんにもカーン広場という分かりやすい所までバスで行ってもらって、ホントにありがと

うございました！！

これ書いてる時も泣きたくなってきた…パリの優しさに触れた1日目でした。

2日目はやっぱり持ってきた辞書では分かりにくかったので、日本語の本を探しに>【ジュンク堂
】へ。

日本の雑誌とか、辞書とかがあります。

普通に「旅の指さし会話帳　パリ」←amazonで探しても見つかりませんでした(何故?)を購入。
そして近くにある>【和み処〜うらばす〜】日本語の漫画喫茶30min約?499(3€)
にてコレを書いています、カードリーダーをホテルに置いてきてしまったので写真がアップ出来

なくてすみません。

1時間?290　3時間?680のまんが広場を使っていた自分としては倍以上の料金という事でかなり鬱
なのですが…日本語PCがあるという事で。
それにしてもこの界隈アジア系ばかりがいるような気がする。

そういえば機内食(朝・昼)とホテルの朝食以外は食べて無かった。
緊張のせいかお腹も減りません、この後の予定もあまり無い、お金も無い。

ホテルに引きこもるかな…。

フランス時刻　15:01

JUGEMテーマ：フランス
2007.07.03 Tue

http://maps.google.co.jp/maps?near=Op%C3%A9ra+%4048.870643,2.332355&geocode=&q=%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90%E3%82%B9&f=l&hl=ja&ie=UTF8&ll=48.870685,2.330647&spn=0.004502,0.020063&z=16&om=1
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&geocode=&q=1,+place+Jules+Joffrin,+75018+PARIS&sll=48.893615,2.345195&sspn=0.009001,0.040126&ie=UTF8&ll=48.892966,2.343178&spn=0.009001,0.040126&z=15&om=0
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&geocode=&q=18+rue+des+pyramides+75001+Paris&sll=36.5626,136.362305&sspn=22.453118,53.349609&ie=UTF8&ll=48.868836,2.333479&spn=0.009005,0.02605&z=15&iwloc=addr&om=1
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&geocode=&q=15+rue+d'Argenteuil,+75001,+Paris-FRANCE&sll=36.5626,136.362305&sspn=36.29065,56.162109&ie=UTF8&ll=48.865675,2.33026&spn=0.007312,0.02075&z=16&iwloc=addr&om=1
http://jugem.jp/theme/c149/3078/


3日目

結局来てしまう「うらばす」

松田さんとの待ち合わせですが6:50着としか書いてないので午前か午後か判りません…。
夕方の方だと17時を目安にバスに乗ってホテルに帰っておかないと19時に戻れないので、それ以
降に外に出てるのは怖いです。

フランスのミリオネアを見ました。

司会者が結構みのもんた系、でもあんなタメはありませんでした。

水が安い！エビアン１リットル€0.56(?92)
▼必要だと思ったもの

「ハンカチ」

どこにも売ってない、スカーフはあるんですが。

「携帯ウェットティッシュ」

どこにもトイレが無いので、手を洗えないから。

「ジャケット・厚手の寝巻き」

意外と寒い。

「ホッカイロ」

結構寒い。

「ミュール」

基本靴なので部屋にスリッパ無し、なのでミュールがスリッパ代わり。

「辞書等の本」

こっちでは書籍が高い、日本で?1300の本が€21.4(?3570)
▼持って行く必要が無かったもの

「女性用品」

生理用品や簡易下着などは豊富にあります。

前に行った時は驚くような値段だったけど、今はマツキヨ価格。

「ニベアとか保湿クリーム」

乾燥が激しいから必要だけど、スーパーで売ってる。



「ティッシュ」

意外とスーパーにあります、値段も手ごろで2〜300円
ただ、日本のように無料配りは無いのでそれが気になるようなら持って行くのがいいかも。

「クノール系スープ」

マギーとかの簡易スープ有り、カップペンネもあった。

フランス時刻　13:44

JUGEMテーマ：フランス
2007.07.04 Wed

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


カラー名刺に変更

新しい名刺出来ました。

やっぱりカラーにして、名前も内藤侑子の方に。

調子こいて”nightow”の方にしてみました。
白い枠の所はメールアドレスです、当日会場に来てくれた方々にしか配布していませんのでご了

承下さい。

フランス時刻　14:09
2007.07.04 Wed



Merci pour venir.

has known and filled in that "QR Code" which was being written to the book or the card cannot read
in France. I am sorry.
URL is filled in here later.

rien「cordon QR」En France.
Je ne le savais pas.
pardon me.
L'URL est remplie plus tard dans ici.

JUGEMテーマ：フランス
2007.07.09 Mon

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


帰ってきました。

無事に帰ってまいりました、と言うのも宿泊した地域がモンマルトルのさらに北「porte de
clignancourt」という所で、言うなれば中東な雰囲気の所だったので無事で帰って来れたのが奇跡
のような地域でした。

ホテルの紹介文にあった「マーケットも近く〜」というのはホテル正面にあったアラビア文字

とコーランの流れるお店の事だったのでしょうか…。
サンラザールから北の地域は危険だって教えてくれよHIS
しかも飛行機が遅れに遅れてフランスに到着したのが20時くらいで、ロワシーバスがオペラ周辺
に到着したのが21時過ぎ。
それからパリ市内を駆けずり回ってやっと80番のバス乗り場に到着したのが23時だったのでもう
バスは来ないかもしれないからここで野宿かも…と思った時にバスが来てくれて（パリの交通機
関でも日本と同じく0時ぐらいまで運営しているそうです）急いで飛び乗って、終点の18区役所ま
で行って、バスの運転手さんと中東系なご夫婦に助けられてホテルに着いたのが23:45
しかもこの地域は夕方ぐらいまでに帰っておかないと雰囲気が違ってくるので、現地日本人の方

々にも「帰るのもったいないですよ〜」とか言われていても（向こうは22時ぐらいまで明るい）
ホテルには19時ぐらいまでには帰ってました。
イベント終わりの打ち上げで遅くなった時はKさんとか男性スタッフの方に送ってもらって（その
後地下鉄が終了してしまったみたいで２時間もタクシーのある場所まで歩いて行ったそうです）

その節はありがとうございました！

物価高だったのでレストラン等では食べられ無いし、サンドイッチでも日本では考えられないよ

うな値段（マックのドリンクとポテトだけで615円卵1パック450円）だったのでほとんど夕飯は水
と缶詰とカップめんだけで過ごしました、水は安い1L90円くらい500mlで50円。
ホテルに朝食と部屋に湯沸かし器があったから良かったけど無かったら…このホテルそのままオ
ペラの近くとかシテ島付近にあればいいんだけどなぁ…。
セールの時期と言っても、セール値段で日本での通常価格というカンジなのでセールというカン

ジはしませんでした。

それでも観光客は多かった。



台湾から来たというYさんに精神的にもマネージメント的にもお世話になりっぱなしでした、最後
の日に連れていってもらった台湾料理の店、美味しかったです（ラーメン北海道の向かい）旨い

杏仁食べたのは初めてでした、本当にありがとうございました！

とりあえず今回は南アフリカか中東に行ってきたようなカンジでした。

エキスポとか他の事とか色々とまだあるので、追って書いていきたいと思います。

JUGEMテーマ：フランス
2007.07.14 Sat

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


猫アレルギー

どうにもこうにも、帰ってきてからの４日間、猫アレルギーが久しぶりに出たみたいで、熱が出

て花粉症みたいな症状で寝込んでました。

目が痛痒くなってきてから炎症しはじめて腫れてきて、鼻炎で鼻が出てきたり、のどの奥がヒリ

ヒリしてきて、翌日から37℃ぐらいの微熱が続いたのですが
１日安静にしてたら治るだろう

と思って病院に行かなかったら、翌日もその症状が続いてしまい、土日だし祝日なので病院がや

ってない。

症状も改善しないし、猫は心配してくれているのかスリスリペロペロしてきて嬉しいんだか苦し

いんだかでクラクラ。

そこで、以前じんましんの時に貰った「抗ヒスタミン剤」というのを思い出して、さっそく薬箱

を探してみたけど、残って無い。

…そこで、何か代わりになるものは無いかと思い検索をかけてみると、市販されている睡眠薬
の「ドリエル」というのが出てきました。

何でも「ドリエル」とは『抗ヒスタミン剤が利いてくる時に感じる眠気を利用した睡眠薬で、副

作用などはほとんど無い』薬なんだそうです。

以前購入してあまり利かなかったから残ってる筈なのを思い出して探してみると、残っていた

ので、用法用量を守り１回２錠を服用したら、症状は何とか収まりくしゃみが咳に変わってきた

所で…朝だったのに眠ってしまいました。
何日もアレルギー症状でほとんど寝てなかったからかもしれません。

起きたら土曜の夜、その後も何かフラフラするし風邪のようなダルさと熱はまた復活。

舌の痺れが若干あったので、今度は痛み止めを服用してとりあえず布団へ。

偶然見た２４シーズン４の６〜８話を見ていたら朝に…。
…そこで、今度は頑張って朝食をとってからドリエルを１錠だけ服用してソファーで待機してい



ると、グラグラはするものの今度はすぐには眠りませんでした。

症状もなんとか快方に向かっていたので、昼過ぎまで何とか残っていた荷物を片づけたり掃除を

していたら…また眠ってしまっていました。

起きたら日曜の夜、テレビを見るとやたらと習字の巧い金髪碧眼な方の特集をやっていたような

…ジローラモと一緒にサッカー解説をしている人に似てた。
よく分からない状況で、今度はちゃんと寝巻きに着替えて寝る事にして、ポカリスウェットを用

意して寝ました。

でも起きたのが深夜３時、テレビをつけたら緒方恵美さんが出てた、うわー緒方の兄貴ー！喉ガ

ラガラでした。

劇場EVA序の宣伝の模様、シンジがレーザーで焼かれるとか…(；゜Д゜)))凄い事になってそう、
でも見れるのかなぁ…こういうアニメ映画って上映期間がかなり短かったり（DVD収益の方を見
込んでいるから）するんで、人多すぎな所に行くのは怖いし…。

という事でダラダラしていると、猫が「ご飯」と起しに来ました。

カリカリをやっていると少なかったので、いつも袋の方を入れているバスケットを開けてみると

無い！

缶詰はとりあえずあったのであげてみると、久しぶりに前足で餌皿に砂をかけるような仕草で「

マズイマズイ」と主張、でもほとんど食べてたからお腹減ってたんだろうね。

外に出ていたらしい家族にカリカリを買ってきてもらって詰め替えてから、痛み止めを飲んで安

静にしていると、グラグラと揺れだして、またメニエールかと思っていたら地震でした。

しかもかなり長め、この地域は震度３だったそうです。

昨日は台風で、今日は地震。

２度目の震度２は気づきませんでした、まだ自分もグラグラしていたので。

アンシャントマンのMさんがブログで「15日に日本帰国です」と書いてあったので、メールを送っ
てみたら今日（16日）関空にいるとの事、何かやっぱりトラブっていたようです。
自分も２日に経由地のイギリスからフランスへ行く時、少し天気が悪かっただけでも結構揺れた

ので、カトリーナ級の台風だったら近づけないのも当然。

何か長くなり過ぎました、すみません。

写真整理して出直してきます。

JUGEMテーマ：キジトラの猫　猫色々
2007.07.16 Mon

http://jugem.jp/theme/c154/2455/
http://jugem.jp/theme/c154/1261/


パリ紀行その１

パリ2日目、まずは中心部のルーブルに行こうと思い85のバスに乗り「ルーブル・リヴィオリ」ま
で行こうと思ったら「ポン・ヌフ」へ。

行きすぎただけでパリ市内だったら一律料金（カルネ：チケット10枚11.1ユーロ）なので降りて
から歩いていたら雨が降ってきました、かなり強烈なのが、これがスコールなのかと思いつつ傘

を開いた所で右手に見えたのがこの「サンジェルマン・ロクセロワ教会」でした。

実はjapanEXPO開催期間中マスコミ関係が沢山来ていた現場でもあります。
ホテルに帰ってからニュースで見ましたが、何か結構有名な方々が来ていたようです。

そこから左手を見た所です。

いつもこの周辺を歩いていました。



「オラトワール・デュ・ルーブル教会」

ルーブルの側にある教会、先ほどの写真と同じ所にあります。

ピラミッド広場からオペラに行く途中にあった銃剣ショップです。

ガラスに反射しまくりですね。

本当は中に入りたかったのですが躊躇してしまいました。



日本だったらラーメン屋だろうが秋葉のラジオ会館だろうが中野のフィギュア屋だろうが１人で

入れる自分なのですが・・・。

外から見たらS&Wとかの骨董銃などのライフルを専門に扱ってる様子、ハンドガンはあったの
かなぁ…中まで入ってないので細かい事は分かりませんが、S&Wの骨董ハンドガンだったらあり
そう。

部品だったら日本に持って帰れるのかなぁ・・・グリップ部分だけでも欲しかった。

JUGEMテーマ：フランス
2007.07.19 Thu

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


パリ紀行その２

ルーブル美術館横の道路と面した場所にあるアーチ。

あの入り口の装飾が有名な（自分が行った時は普通のアールヌーボー調でした）「パレ・ロワイ

ヤル・ミュゼ・デュ・ルーブル駅」の方です。

ルーブル美術館、ピラミッドの所。

ルーブルに入るにもかなりの行列が、この季節はセール時期というのもあって観光客が多い。



リヴィオリ通り（R.de Rivioli）向こうに見えるのは免税店、漢字で書いてあります。

ルーブル美術館の隣にある公園です、ここからコンコルド広場のホベリスクと凱旋門が一直線上

に見えます。

公園があまりにも広すぎるので、観覧車とブランコがあります。

この観覧車、かなり回転が早く、しかもゴンドラ自体も回転しているという恐ろしさ。



挑戦してみたい方はどうぞ、色々な年代の方が乗ってました。

このブランコもかなり回転が速い、しかも周囲も近いので恐怖倍増。

これは体重制限がありそう。

ありそう、と言ったのは乗ってないからです。

こういうスリル系の乗り物は苦手、おばけ屋敷は全然大丈夫ですが。

セーヌ川、ロワイヤル橋から。

オルセー美術館のサイ君です。

以前来たとき、かなり印象に残ってたので。



オルセー美術館にも行ったのですが、かなりの行列でギブアップ。

結局どの美術館にも行けませんでした、目標のドローイング集は購入出来たので良かった・・・

かな。

そしていつもこの道を帰っていました。

一回ここが閉鎖されてパトカーが止まってて、迂回ルートを廻って良く分からなくなって狼狽

えた。

オペラ・ガルニエです、この向こうに「ロワシーバス」乗り場があります、降車はギャラリー・

ラファイエット周辺。

ロワシーバスに乗った方がパリ中心まで行けるので楽、乗り場も近いし、運賃も電車と変わりま

せん。



80のバスを18区役所前で降りて、ホテルの方角に歩いた所にあったアパートです、他は日本の公
団みたいなカンジでした。

ホテル近くの「ポルト・ド・クリニャンクール駅」にケンタッキーがありましたが・・・ここ

で「と殺（変換不可能だった）」しているかのような雰囲気が漂ってました。

JUGEMテーマ：フランス
2007.07.19 Thu

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


パリ紀行その３

地下鉄RER-B線もっと写真撮っておけば良かったー！
1線2線とフランスでは鉄道を番号で表します。
色名で呼ぶ国もあります(ロシアなど)
日本のように各路線に固有名詞が付いて、地下にも地上にも複数路線のある日本は海外の人達か

ら見ると相当クレイジーに見えるようです。

それを覚えられる日本人も相当クレイジーです。

japanEXPO8でたまたま撮っていた写真。
顔は見えませんが、見れば分かる通り金髪の美少女でした。

スタイルがいいので違和感無し、ブリティッシュなチェック柄でしたが彼女からすればこれが

日本。

向こうではいたいけな小学生くらいの少年が「Free Hug」のプラカードを掲げて歩いていま
した…。
フランスは素晴らしい国です。



松山さん達が滞在していたホテル、中央部分が吹き抜けになっていました。

セーヌの周辺です。

これで午後の8時から9時ぐらい、写真なので実際の感覚としてはもっと明るいです。

ノートルダム寺院、昔模写(?)して死にそうになった程、彫刻が細かいし多い寺院。
残念ながら遠巻きにしか見れませんでした。



シテ島にあるギリシャ料理のお店にいた猫店員。

現れた瞬間ほぼ全員で「ネコー♪」と大喜びしてしまったこの日本人一行を快く受け入れてくれ

ました。

結構サービスがいい店員で、写真撮影に応じてくれ、だっこもさせてくれました、大人しかった

。

料理は美味しかった、今回フランスに来て初めてのまともな食事。

フランスでは食べ物にハズレは全くありませんでした。

結構パテ系が美味しい。

逆に日本食は苦手な物が多い、寿司と海苔と山芋が嫌い。

でも納豆はたまに食べたくなる。

ワサビや大葉や茗荷は好き。

JUGEMテーマ：フランス
2007.07.19 Thu

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


パリ紀行その４

あまり人に驚かないので近くまで寄ってくるのですが、撮影はさせてくれない。

チュイルリー公園の空です、素材に使えそう。

ヨーロッパの空にある雲は近くに見えるような気がする、妹も同意見。

何が違うんだろう？

スズメも傍に来てくれませんでした、なのでたまたま撮れたモノ。



拡大したので画像が荒いです。

フランスのスズメの顔は白いのですが、コレでは分からないですね。

「オペラ」の近くにあるZALAの周辺にあった路上アート
ここだけでは無く色々な場所にあります。

多分オルセー周辺にもあったハズ。

JUGEMテーマ：フランス
2007.07.19 Thu

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


パリ紀行-食事-

パリでの食事、といってもレストランやカフェでスイーツなんて出来るワケも無く…。
日本と同じように簡素な食事、野菜は安かったのでキッチンがあれば自炊の方が良かったかもし

れません。

それはホテルでは無く、マンスリーマンション（そういうのがあるようですけど、かなり気合い

を入れていかないと無理？）

スーツケースに入れればナイフも持っていけるのかもしれませんし。

という事で、これがホテルの設備にあった「紅茶セット」です。

これが無かったらと思うと((((;゜д゜)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
どこのホテルにもこういった湯沸かし器があるワケでは無いので「携帯湯沸かし器」があると便

利かもしれません。

安くて4千円くらい、容器と分かれた物の方がコンパクトですが不良品の漏電に注意。
海外は電圧が強いです、日本では100Vですがフランスは250V。
パソコンを持ち込む時も変圧器が必要になります。

日本で甘いものを食べると頭痛がするのであまり食べて無かったのですが、これは美味しかった

。

チョコレートのクリームに生クリームが乗っただけのお菓子なのですが甘過ぎず、かと言って苦

いワケでも無く。

いいなぁ…(´・ω・｀)子供の頃からこのくらいの甘さのものがあるなんて。



日本にこんなお菓子無いや、何で日本のチョコはあんなに植物油脂が多いの？

一番安かったポークの缶詰、それでも75gで0.91ユーロ（153円くらい）
油が多かったので一回お湯でそれを流しました。

結構美味しい、というかフランスは何もかも美味しいですね。

これはブリティッシュの機内で出たお菓子でジョーダンズJORDANSの「トッパーズToppers」と
いうオートミールをシロップで固めてその上にラズベリージャムを付けたスティック状のお菓子

です。

日本のお菓子のような保存料などが使われていないので賞味期限も極端に（日本から見ればで

すが）短い。

唯一の添加物が「キサンタンガム」なので日本では考えられない商品。

そんなのが普通に売ってあるのがヨーロッパクオリティ。



不思議な物を見つけました。

「ねじったパスタとナポリタン」と書いてあります（多分）

トマトケチャップとパスタというのナポリタンは日本固有のメニューでは？

トリビアにもあったけど、ナポリにナポリタン無いみたいな。

日本のカレーがあるのは知っていましたが、普通に置いてあったのでナポリタンはもうメジャー

な食べ物なんですね。

ちなみにルーブル周辺にかなりラーメン屋が多い。

経営は中華系やタイ系の人達で、レジャー施設クォリティーで1杯6〜7ユーロ（ラーメン一杯千円
）とお高めです。

でも日本のように油っこく無くてあっさりめ、いわゆる本場中国のラーメンという感じでした。

一風堂みたいなのがあったらどうなるんだろう、豚骨(´・ω・｀)

JUGEMテーマ：フランス
2007.07.19 Thu

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


パリ紀行その５

ルーブルとチュイルリー公園の傍にあったサン・ロック教会

増水しても大丈夫なように側道がある。

天気のいい日は日光浴をしている人を見かけたりもしました。

沿岸を撮影してたら誰かいた。



セーヌ川は幅が広い。

橋の横幅も広いけど、スコールが降った時は突風で落ちるかと思った。

雨が「ドン！」という音で降ってくる、本当に。

観光客の人と、あまりの凄さにお互い顔を見合わせてしまった。

フランスは夏季も涼しいので薄着はしない方がいいようです。

そういえばフランスの人（若い人は特に）傘を持ってないような気がしました。

あれでは傘は役に立たないし。

ソルフェリノ歩道橋

向こうはオルセー美術館のあった方角だったと思う。

最近は中東系の人が増えたような気がします。



ギャラリー・ラファイエット

いわゆるデパートです、日本で言うところの日本橋三越。

ここに唯一トイレがあります、あまり公衆トイレとかはありません、コンビニも無いし。

オペラの入り口付近、ここで待ち合わせをしていた途中に撮影したもの。

至る所がこんなカンジです。

オペラ、意外と撮影場所が無い。

下の看板は駅。



パリで食べた台湾料理。

他の日本食ラーメン屋で食べたラーメンよりこっちの方が美味しかった。

このお店は「ラーメン北海道」の向かいです、日本のガイドブックには北海道の方しか載ってま

せん（当たり前ですが）

JUGEMテーマ：フランス
2007.07.19 Thu

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


病み上がり。

という事で、今までアレルギーから気管が炎症、発熱して風邪になって昨日まで寝込んでいま

した。

初日に対応して無かったから長引いてしまい１週間ほど動けなかった。

最初に症状が出た時に薬で抑えつつ、栄養取って体力回復しておけば良かったかも。

帰ってきてから丁度連休だったので、発症5日後でやっと病院に行けて抗ヒスタミン剤の「エバス
テル」を常備薬として多めに処方してもらいました。

花粉症の方とか、動物にアレルギーがある方は常備薬として持っておくといいかもしれません。

自分はピリン系もダメなので、ピリンアレルギーでも服用出来るとの事です。

バファリンも手の皮が少し日焼けしたようになりました、痛み止めとかマツキヨの「アパトック

」使ってます。

常備薬とか常に持っておかないと・・・弱すぎ。

JUGEMテーマ：キジトラの猫　猫色々
2007.07.21 Sat

http://jugem.jp/theme/c154/2455/
http://jugem.jp/theme/c154/1261/


劇場版トランスフォーマー

あのトランスフォーマーが実写になって登場という事で。

という事はバトルコンボイ長官は、惑星に変形するユニクロンは？

まだ見て無いのでどういう内容になっているかは分かりません。

CMではカッコ良くしているようですが、向こうで見た方が「コメディ調だった」と言っています
。

だったらそっちも紹介して欲しい。

本家トランスフォーマーがやっていた頃は小学校低学年だったので、詳しくは覚えていないので

すが、結構コメディが多かったと思う。

ハリウッド版はこんなカンジです。



バトルコンボイ。

主題歌がリンキンの「what I've done」CMで聞いた時はビックリしました。
マイク篠田がロボットアニメ好きなのは有名なので、その辺もあるんじゃないかと。

ロッキンオンのインタビューでも「ゴライオン」を例えに出してライターさんが困惑していた所

を韓君が手助けしてました。

【百獣王ゴライオン】

（5人のロボットが合体して巨大メカになる典型的なロボットアニメ、5人一緒になってこのアル
バムを作ったという例えだった）

個人的には「no more sorrow」の方が合ってると思うのですが「what〜」の方が聞き慣れ感はあ
るか。



夏休みの8月4日公開だそうです。
↓こちらにはまだ掲載されていませんが、おそらくどこに行っても見られるでしょう。

【シネマぴあ・全国上映スケジュール】

自分はこれでもハイテンションです。

2007.07.26 Thu

http://www.pia.co.jp/cinema/schedule/index.jsp


ゴールデンエッグス

いまさらですが。

▼金卵

The World of Golden Eggs / Ep.10 家庭教師ミッシェル
製作は日本のアニメーションスタジオです。

とりあえず流暢な日本語のフランス語の回。

無駄に英語字幕がありますが、妹がアメリカ行ってる時に進められてyoutubeで見たとか言ってま
した。

逆に向こうでオススメられてんのか。

↓よく分からない方はこちら。

The World of GOLDEN EGGS-wikipedia

▼お気に入り

【大胸筋矯正サポータ】ブラではありません。

【愛しのチェリー（ゾンビ島）】↓に続きます

【愛しのチェリー（３匹のネコ）】youtubeで「愛しのチェリー」検索すると全部見れるかもしれ
ません。

2007.07.26 Thu

http://www.youtube.com/watch?v=pqmEu8kDAb4
http://ja.wikipedia.org/wiki/The_World_of_GOLDEN_EGGS
http://www.youtube.com/watch?v=q25mz4vCSTg
http://www.youtube.com/watch?v=pkIBLsPPbt4
http://www.youtube.com/watch?v=SCZmcdRs6b4


C'est liens du "cordon QR"

japan EXPO 8 「enfants teribles」
C'est liens du "cordon QR"

pages 5

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/enfant-terible-0botu.html
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/mama00.html


pages 21
2007.07.30 Mon



猫の毛

よくマルコが服を入れているシェルフの棚の中で寝ていたりするので、服に毛が付いてモアモア

になってました。

コロコロで毛を取るのも面倒なので↓

服を寄せてスペースを作り、ブランケットを敷いてベッドのスペースを作ってあげました。

しばらくはそこに居てくれたんですが…。

すぐにデスク前のイスの座布団の上に移動してしまいました。



どうして…orz

そうすると、座布団に毛がびっしり付くんですが…。
そろそろ洗おうかな…マルコを。

追記：なんとなくこの座布団に、あの猫特有のおしっこの臭いが…。
3月くらい、生後5ヶ月くらいの子猫の頃に、この座布団におもらしされてその時に洗ったんで
すが、まだ残っていた模様。

昨日も外に猫トイレ出しっぱなしにしていたので、タオルケットの上におもらしされてしまいま

したヽ(`Д´；)ﾉ 
どうせなら寝る所でするんじゃなくて、洗面所とか風呂場のマットでしてくれ…。
明日の天気予報は雨だとか。

JUGEMテーマ：キジトラの猫　猫色々

2007.08.04 Sat

http://jugem.jp/theme/c154/2455/
http://jugem.jp/theme/c154/1261/


NHK 解体新ショー［後編］

今日見たNHK総合の「解体新ショー」で出た来週のお題。
何となく全部知っていたのでネタバレ。

Ｑ．何故腹筋は複数に割れているの？

腹筋の上にある縦に１本横に４本の腱（けん・スジ）に平らな筋肉が押されて凹凸になる。

最高で８つに割れる。

皮下脂肪が無くなると出てくる。

Ｑ．アルミ箔を噛むと歯がキーンとなる謎

治療で埋め込まれた金属とアルミ箔の間に唾液の水分を媒介して微弱電流が流れる。

Ｑ．かき氷を食べると頭痛になる謎

喉とコメカミの神経が近いので、喉が急激に冷やされた痛みをコメカミが痛いと頭が勘違いを

する。

これが正しいかは分かりませんが、番組としての正解は来週11日の10時からです。
2007.08.05 Sun



自閉症スペクトラム指数

【脳内メーカー】や【住所パワー】など、最近自己判断みたいなテストが流行っているという事

だそうなので・・・。

自閉症かどうか自己判断ができるテストを試してみました。

●自己診断テスト得点計算結果

あなたの得点は40点です。
社会的スキル　10点
注意の切り替え　9点
細部への注意　7点
コミュニケーション　9点
想像力　5点
閾値を越えています。

規定外の自閉症？

ヤバイ行動を取らないように気を付けてはいます、気を付けているという時点でヤバイような気

もしますが。

▼自閉症診断

【自閉症スペクトラム指数（Autism-Spectrum Quotient: AQ）自己診断】

ちなみにIQの方も、小学生の頃にテストを受けた際、結果を教えてもらえず、懇談会の時に数値
が出ませんでしたと保護者全員の前で言われて恥ずかしかったと親に怒られた事が。

それで最近ネットでIQが計れるサイトがあったのでとりあえず試してみたら137。
普通に勉強が出来る範囲だったのならそう言ってほしかった。

【IQ診断】
2007.08.07 Tue

http://maker.usoko.net/nounai/
http://www.ichiten.com/
http://www.the-fortuneteller.com/asperger/aq-j.html
http://www.iqtest.dk/main.swf


iMac新作発売

日本時間深夜2時、アメリカ時間は10時に発表になりました新作iMacです。

【アップルストア：日本】アップルストア銀座店は10時から営業

↓こちらの方が、会場の様子なんかを時間経過と共に掲載しています。

【Live from Apple's summer Mac product press conference】

薄い！後ろ姿がイイ！キーボードがカコイい！

英語サイトでは以下の通り紹介。

10:10AM: "What about the inside? Up to 2.4GHz Core 2 Extreme processor, up to 4GB
of memory. ATI Radeon HD graphics card, up to 1TB of hard drive storage. 802.11n
and Bluetooth 2.0 built-in. What models will we have? Up until now, 17-inch, 20-inch,
and 24-inch. Well, today we're replacing the 24-inch, lowering
price by $200, 20-inch at same $1499. replacing 17-inch with $1199 model.
17インチで141482円くらい、20インチ176882円、24インチ約21万円
日本値段は幾らになる事やら。

全部アルミフレームで、ディスプレイはグラス（硝子）だと書いてあります。

iMacは環境に優しくないとか言われてたから、リサイクルしやすい素材に変えたのでしょう。
表計算ソフトが入ったのはwinユーザー取り込み作戦なのでしょうか？
キーボードだけでも購入したい！と思う方も結構いらっしゃる様子。

ちなみに

テンキー無し→ワイヤレス/無線
テンキー有り→有線

といった具合です。

ウチのキーボードは一番小さい、幅が20cmくらいのを使ってるので、この仕様で十分。

http://www.apple.com/jp/imac/
http://www.engadget.com/2007/08/07/live-from-apples-summer-mac-product-press-conference/


最近、10年ほど使っていたvaioがついに起動しなくなってしまいました。
データは外部HDに入ってるから無問題なのですが、画面に「SONY」のロゴが出て、容量・メモ
リ等の情報が出てきてから本体電源が切れて、また再起動して「SONY」のロゴが出て〜。
の繰り返し、こんな時期なのにヽ(`Д´；)ﾉ

どうすべ、ちなみに今回のiMacを購入したとしてもwin用のフォトショしか持って無いのでどのみ
ち無理でした。

ブートキャンプすれば無問題なのかも。

（winのソフトをmacで使えるようにするソフトの事ですよ、決してあの鬼教官の事ではありま
せん）

iPodの新作もあるかと思いましたが、他発表の無いまま「That's it!」で終了。
今回の新作は薄いiMacのみとなりました。
ジョブズさんが痩せていたのも、少し気になりました。

2007.08.08 Wed



BSアニメ夜話「とことん！押井守」

最終日はオタキングの中の人が出てきた、と思った。

病気じゃないと知り、一安心。

FAX送ってしまった。
画面には写りっぱなしでしたが、線が細すぎて見えないという大失態。

一応AVALONのアッシュ、見えなくてもアッシュ。
ポーランドでは有名な大女優さんだそうです。

大きい画像は上の絵をクリックして下さい。

見なくてもいいです。

もう寝ます。

もやすみ。

黒い部分は個人情報なので気にしないで下さい。

NHKでも消えてました、書かなくて良かったのに気がついたのは送った後…。
小学生じゃないんだから…。
2007.08.12 Sun

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/nhk0.html


Tokyo Comicket 72 access

コミケット会場へのアクセス　COMICKET access
「国際展示場kokusai tenjijyou」
「国際展示場正門kokusai tenjijyou seimon」
「国際展示場東棟前kokusai tenjijyou higasitoumae」
「東京ビックサイトTokyo bigsight」
国際展示場meaning.→international exhibition place.
will recommend the 「国際展示場東棟前kokusai tenjijyou higasitoumae」
Yamanote line 「Tokyo」 Tokyo Yaesuguchi　BUS No.「東16」(higasi jyuroku)
comprehensible because it is crowded.

▼鉄道　rail railway
・りんかい線　RINKAI line　約30minutes 510yen(3.07E　4.28＄　2.1£)
埼京線(emerald green)・湘南新宿線(blue orange)のりば（1）
　池袋→新宿→渋谷→恵比寿→大崎→大井町→品川シーサイド→天王洲アイル→東京テレポート

→国際展示場

ikebukuro→shinjyuku→shibuya→ebis→
ohsaki→ohicyou→sinagawa seaside→tennouzu airu→
tokyo teleport→kokusai tenjijyou

・ゆりかもめ　YURIKAMOME line　約20minutes 370yen(2.22E　3.1＄　1.52£)
Yamanote Line Shinbashi station transfer.
新橋→汐留→竹芝→日の出→芝浦ふ頭→お台場海浜公園→台場→船の科学館→青海→国際展示場

正門

shinbashi→shiodome→takesiba→hinode→
sibaura futou→odaiba kaihin kouen→daiba→
fune no kagakukan→aomi→kokusai tenjijyou seimon

▼都営バス　BUS 200yen(1.2E　1.68＄　0.83£)
3日間来るようであれば1000yenバスカードを購入するとお得になります(5回+1回半額)
コンビニ、金券ショップで購入可能です。

will recommend the bus card of 1000 yen to be bought if coming for three days. 
conveniense store or ticket store sell card.

・東16　東京駅八重洲口・月島駅前・豊洲駅前・国際展示場正門駅前・東京ビッグサイト
　　　東京駅から会場に行くラインです、コミケの期間は大変混雑します。It is a line where it



goes from Tokyo Station to the hall, and the period of Comiket is crowded very much.【運行情報
time table】

・虹01　浜松町・竹芝桟橋・台場駅前・国際展示場正門駅前・東京ビッグサイト・東京ビッグサ
イト東棟前・国際展示場駅前

　　　浜松町から会場周辺へのラインです。this line is Hamamatucyou station to the hall.【運行
情報 time table】

・海01　門前仲町・豊洲駅前・東雲一丁目・国際展示場正門駅前・東京ビッグサイト・台場駅前
・東京テレポート駅前

　　門前仲町からお台場へ向かう観光主要ラインです。this line is sightseeing route Monzen
nakacyou to the hall.【運行情報 time table】

・門19　門前仲町・豊洲駅前・辰巳駅前・東雲駅前・国際展示場駅前
　　　そんなに本数はありません。There is no number so much.【運行情報 time table】

→ Tokyo Comicket official
Comicket 72 17・18・19/08/2007
Catalogue 2400yen
2007.08.12 Sun

http://tobus.jp/cgi-bin/pcsection.cgi?act=secti&kcd=TE81012401
http://tobus.jp/cgi-bin/pcsection.cgi?act=secti&kcd=TE05011201
http://tobus.jp/cgi-bin/pcsection.cgi?act=secti&kcd=TE81011501
http://tobus.jp/cgi-bin/pcsection.cgi?act=secti&kcd=TE81010901
http://www.comiket.co.jp/


本日からコミケですね。

いよいよ夏のコミケの１日目ですね。

自分は参加してませんので、一般参加としてウロウロするつもりです。

目的のジャンルは

・鉄道(シベリア鉄道とか海外鉄道関連探し)3日目 609
・海外ドラマ映画(ＴＶ·映画·芸能?)2日目 703
・軍(銃器の資料探し·メカミリ？)3日目 609
・アメコミ(あるんだろうか…厳しいらしいけど)3日目 609
・トライガン(当然、FC青年)2日目　812
ほとんどが2日目と3日目に集中。
ついでに人気ジャンルの2日目のおお振り・テニス・銀魂も見てくるつもりです。

ちなみに横浜ではポケモン、千葉の幕張ではキャラホビが同時開催なんだそうな。

掛け持ちとかする豪傑いそうで凄い・・・。

その昔、ある人気アーティストが芸能の日にライブしたんでそのジャンルだけ午後にはごっそり

居なくなってたのを思い出した。

【Comicket 72 ジャンル一覧】

メタルギアってもしかして1日目のゲーム(その他)…。
2007.08.17 Fri

http://www.comiket.co.jp/info-c/C72/C72genre.html


コミケ２日目

2日目の収穫。

起床時間を読み間違える。

おお振りとリボーンを間違える。

男性向け本のチョイスを間違える。

でも伊集院の深夜ラジオの中のコーナー「落語リハビリ」をまとめた本を入手出来たのは良か

った。

他の本も買えば良かったかも…(´・ω・｀)
海外本は見つからず、ほとんどパイレーツ。

スーパーナチュラルとか24とかプリズン探してたんだけどね。

デス妻を見ようとNHK入れたら、今年京都で開催されていた「ライブアース」で丁度、リンキン
の篠田が何かを読んでる所だった。

もっと早く見ておけばよかったーリンキンの所だけ。

youtubeで見るか。

24時間深夜メイン「熱湯コマーシャル」
昔はお湯に入れた所が赤くなっていたり、出川が火傷をして皮膚が剥けたという事がありました

。

現在の、湯気が立ってなかったり、竜ちゃんが熱湯の中で目を開けていても平気な時点でぬるま

湯だという事は分かっていたのに、小島…。
江戸はるみ→木村陽子？

他局のお笑いにそんな名前で出ていたような気がする。



他局のお笑いにそんな名前で出ていたような気がする。

もう3日目の朝、10時くらいには起きなきゃならないのに、また時間を読み間違えています。

ちなみに、アンシャントマンさん、12日のワンフェスだったんですか？出たの。
何故ワンフェス？

2007.08.19 Sun



コミケ3日目

会場に向かう途中、東京駅で良純に会いました。

はれるん？良純です。

3日目は評論と鉄道・ミリタリ・旅行

ロシア周辺諸国の旅行記、海外鉄道(シベリア鉄道など)ハンドガンもしくはライフル等の銃器系を
探していたのですが・・・無い。

やっぱりロシアは観光客に一番評判が悪い国とも言いますし、シベ鉄は一週間も乗り続けなけれ

ばいけない路線なので、わざわざ行こうとは思わないのかも。

海外の鉄道関係が1サークルしか無いのも意外でした（国内の鉄道に集中）A列車の攻略本（何か
商業誌には無いような凄い路線とかを写真付きで紹介しているようなのを期待）も見つからず。

もしかして鉄道は現在、衰退しつつあるジャンル？

意外だったのがミリタリに銃器系が無かった事。

見落としていたのかもしれませんが…航空機や戦艦ばかりだった、もしかしたら1日目のゲームの
方だったのかもしれません…。
サバゲーorメタルギアと一括りにされて、とか、サバゲだったらミリタリな気もしますが。

自分は外・空想鉄＋ガンヲタ（ガンダムオタクでは無く"ｇｕｎ"オタク）なので、もしかしたらこ
れはニッチなジャンルという事になるのでしょうか？



結局、廃墟の写真集と安いユースなどを利用した旅行記と、唯一あった外鉄さんの所のドイツの

路線（コピー誌）をまとめた本を購入しました。

軍艦島の廃墟写真欲しい、というか行きたい。

中途半端な観光地銀山より、こっちの方が自分的に世界遺産。

それにしても今回は新刊を落としたサークルさんが多かった。

松山さんも言っていましたが（アンシャントマンの方）今年の夏は何かあったんでしょうか？

暑かったから？

2007.08.20 Mon



サンプル画像の変更

アンシャントマンさんの所に掲載しているサンプル画像を変更する予定です。

以下の２点になります。

▼デフォルメ

▼サンプル画像

カラーが上がり次第送りたいと思います。

花魁はもう少し修正したい。

以下、特に公開していない画像

ケンタ　J　親世代
2007.08.21 Tue

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/rorimama0.html
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/oiran0.html
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/kenta0.html
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/j2-0.html
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/oya0.html


アルゼンチンアリ

アルゼンチンアリって小さくて飴色の蟻の事ですよね。

２年前、ウチに出てました…。
部屋に置いていたカルピスに群がっていたので、すぐに殺虫剤で駆除しました。

掃除機と吸いきれなかった分はガムテで取りましたが、その数日後も数匹来ていたので忌避剤を

蟻の道にスプレーして、蟻が来ていたベランダに水を撒いて起点になっていた排水溝にバケツの

水を流して駆除しました。

今はもう来てませんが、自分の住んでいる所は埼玉県の東京都にかなり近い地域(自転車で都内に
行ける)
都内では横浜で確認されているらしいのですが…これって保健所に言った方がいいのかなぁ？
もう証拠は残って無いんだけど、テレビで見た蟻に似ていた、と言うかそのものだった。

日本で最初に確認されたのが山口県とも言っていましたが、そこに色々と送ってきてくれる元JR
職員の親戚がいるのですが、まさか…。
2007.08.21 Tue



イギリスのテレビ・映画

本日NHK教育で始まったドクター・フー(Doctor WHO.)
ドラマの中に出てくる人物の性格がかなりナチュラルに悪いように思うのですが…あれがデフォ
ルトのイギリス人？

だとしたら…イギリス人怖い。
ドラマ内のセリフでDr.が北方訛りとありましたが、アイルランド訛りという事なのでしょうか？
英語よく聞き取れなかった。

ブリテンとアイルランドは違う、と怒っていた年配のジェントルマンを見た事があるので、こ

のDr.はどういう位置なんでしょうか？
内容は低年齢向けの、いわゆる「メントーズ」系

マネキンが動くとかオーマイキー。

ホット　ファズ(Hot Fuzz)

帰りのブリティッシュエアウェイズ機内にて「HOT FUZZ」という映画を見ました。
主役のニコラス・エンジェル役をやっていたディレクターであるシモンペッジ(simon pegg)リンキ
ンのチェスターに似ているカンジです。

機内でも「best of British」と紹介されてました。
イギリス本国での公開は2007年、という事は本当に最近の作品。
真面目な警官が真面目過ぎる為、全く事件の無さそうな田舎に左遷されるといったブリティッシ

ュな理由で始まる話。

最後の銃撃シーンが見所です、ネタバレを言うと柱の影から撃っていたおばさんのハンドガンの

持ち方がカッコ良かった。

銃撃戦の後→庵野版かえってきたウルトラマン→アフラック→ドリフオチ

というカンジです。

とにかくニコラスが可愛い。



左遷を命令され驚く、観葉植物を抱いて途方に暮れる、白鳥を追いかける、ウィスキー(多分)を吹
き出す、生け垣をカッコよく飛び越える、街の人々にからかわれる、襲われそうになり怖がる、

逃げる、レイバンのサングラス、小学生を仲間にする、最後のグロいシーンで子供の目を防ぎき

れてない・・・etc。
どれも可愛い過ぎる！シモンペジ！！

日本で公開される予定は今のところ無いようです、日本ではあまりコメディを公開しないような

ので。

「Fuzz」とは警官という意味のスラングだそうです。

▼Hot Fuzz見つけただけクリップ集[youtube]
【Hot Fuzz - the trailer that SHOULD have been shown, YARP.】　　予告編
【Hot Fuzz Teaser 1】　　万引きＧメン編
【Hot Fuzz Clip - 'The Swan Has Escaped'】　　逃げた白鳥
【Hot Fuzz Shootout Scene】　　一番の見所だと思うんですが、貼ちゃっていいんでしょうか？
【Hot Fuzz Music Video】
2007.08.21 Tue

http://jp.youtube.com/watch?v=WTUWi5kB7xc
http://jp.youtube.com/watch?v=D-2qmcJv-O8
http://jp.youtube.com/watch?v=RRe4WTanol0
http://jp.youtube.com/watch?v=06la94s2uoA
http://jp.youtube.com/watch?v=_Wst3M-yCSU


6〜7月生まれは近視なりやすい？

【6〜7月生まれは近視なりやすい・イスラエル テルアビブ大】
> ６月か７月生まれの人は、１２月か１月に生まれた人に比べ、強度の近視になる確率が大きいと
の研究結果を、イスラエルのテルアビブ大が２７日までに発表した。

> 自然光にさらされる時間の長短が関係しているとみられるとしている。

との事。

しかしながら自分も、祖母も、親戚の兄ちゃんも甥っ子も6月29日(どういう確率…)生まれで近視
とかメガネはいません。

全員が九州生まれ、生まれてすぐにかなり夏の暑い日差しを浴びていました、しかもイスラエル

と緯度がほぼ同じ位置(イスラエル32℃福岡豊前33.5℃)
視力2.0で遠視…。

コーカソイドとモンゴロイドの違い？

2007.08.27 Mon

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20070827-247707.html


香辛料・初級遍

何だか最近タバスコがただの酸っぱいソースになりつつあったので、意外と耐性あるんじゃない

かと思い、S&Bのハバネロペッパーを購入してみました。
「世界でもっとも辛い唐辛子」というアオリにビビり、モロヘイヤのスープに1振り、ほんの少し
だけ投入。

しかし、あまり辛さを感じなかったので調子に乗って何振りも投入したら…辛い。
スープの中に徐々に溶けだしてきたものが今更来たというカンジ。

食べ終わった後は、爽快に汗をかけたカンジでさっぱりしました。

普通の一味唐辛子よりハバネロの方がお勧めです、少量でいいし、スープなどの色も変わる事は

無いですし、減塩にもなります。

一味のあの青臭さと胃に残るカンジもしない、それに結構安価で12g155円(現在の1ユーロ…)

JUGEMテーマ：デスソース+香辛料
2007.08.30 Thu

http://jugem.jp/theme/c200/3327/


デスソース

デスソースとは辛いソースの事で、ほとんどがアメリカやメキシコなどの外国製です。

辛さにもランクがありその数値はスコビル値(SU)で表されます、一番辛くないのが2000SUのタバ
スコ。

そこでWDSC(ワールド·デス·ソース·センター)という通販サイトを見つけまして、そこで1gづつ
のお試し(FREE select 8)というのがあったので、それを頼んでみました。
それぞれに番号が振ってあって、全68種類から8種類を選ぶとそれが1gづつのケースに入れられて
送られてくるという仕組み。

写真の番号は送られてきた容器に書いてありましたが名前の方は分かりやすいように自分で記入

。

・ブレア死後の世界-AFTER DEATH sauce(通称アフデス)…一般的な辛いソースというカンジ
で色々な物とアレンジ出来そうだった。

・マスタードガス-Mustard GAS…ソーセージや肉料理に合いそう、通常のマスタードと印象は同
じで辛くなっている。

・未亡人　生存率ゼロ-WIDOW NO SURVIVORS…ウスターソース系、味は濃い、串カツに付けて
食べたい。

・悪魔の血-SATAN'S BLOOD…ワインビネガーなので煮込み料理に合いそう、辛みは強い。
・何もないあの世...-nothing beyond...…臭い、個性が強いソース、炒め物に合いそう「凶暴な毒蛇
-Vicious Viper」と似た味なんだそうです。
・酸性雨-Acid Rain Hot Sauce Piquante…一番のお気に入り、酸味と旨みがいい具合、スープに
合う、美味しいチリソースというカンジ。

・トリニダード エクストラホット-TRINIDAD Extra Hot…まろやかで美味しくディップとして使
える、辛みは特に無し。

・マンゴー溶解激烈熱風-MANGO MELTDOWN X-TREME HEAT…甘酸っぱくて美味しい、辛み
は特に無し。



お気に入りは「酸性雨」です、一番旨みがあった。

「マンゴー」や「トリニダード」は普通にお店のタコスなどに入っているような美味しい系のソ

ースです。

「悪魔の血」が一番辛く感じましたが、一番辛いという触れ込みの「マスタードガス」は少し辛

いマスタードという程度。

やはり人によって感じる程度が違う、という事のようです。

でもやっぱり一番辛かったのが、最初の頃に辛さが分からず調整せずにスープに入れていたS&B
のハバネロペッパー。

食べ終わってから洗面所にずっといたので。

辛さにも限界があるようで、一番辛い唐辛子レッドサビナ種から抽出した純粋カプサイシン

で1600万SUが上限だそうです。
現在「Blair's 16 Million Reserve」というソースが出ているとの事、ブレア社から999個限定
で310＄(約3万5700円)
海外通販じゃないと入手出来ないのですが、一応↓購入リンク

100＄以上なので送料無料だそうです、日本まで送ってくれるのかは知りませんが。
【Blair's 16 Million Reserve】
「The Source」710万SUだと日本の通販サイトで入手できます。
【激辛ホットソース・デスソースWDSC】
上記の通り1650円で8種のお試しも有、1本づつ購入は送料は500円。
激辛と言っても辛いだけでは無いので、料理のアクセントとして使う分にはいいと思います。

このくらいだったら「The Source」をお試しに購入しておけば良かったかも、事前に病院送り
になった人の記事(もちろんご存命)を読んだのでビビってました。
そりゃ、小さじ半投入は危険、皮膚が火傷するソースですし。

自分で調節して自分だけで食べれば無問題です。

JUGEMテーマ：デスソース+香辛料
2007.09.04 Tue

http://www.sweatnspice.com/429-13.htm
http://wdsc.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c200/3327/


今回のパリで使った金額

Yahoo!カードからもの凄い金額の請求が来て驚いています。
10万円！
今回出した本が35000円かかったから、それを引いても今回の旅行関連で30万は使った事になり
ます。

一応レシートは全部取ってあるので照会しながら確認していくと、携帯でかなり持って行かれた

模様。

この時のレートは1E=約170円　1£=252.73円
====================================
7月2日
　　成田空港ドトール　パン　240円
　　京成トラベル　トランク用ベルト1050円
　　　両替　33950円→200E
　　ロワシーバス　8.6E（1456円）
------------------------------------
7月3日
　　パリ・ジュンク堂

　　　旅の指さし会話帳フランス　21.4E（3625円）
　　うらばす　マンガ喫茶　不明

　　モノプリ（スーパー）

　　　　水1L+33ml 寝巻き　8.36E（1420円）
　　両替　6000円→コインで32.72E
　　　　　コミッション4.63E（784円）
　　Pomme de Pain キッシュ（パイ）　2.8E（473円）
　　ATAC(スーパー)　カップペンネ　1.64E（277円）
------------------------------------
7月4日
　　うらばす　マンガ喫茶　不明

　　Librairie（本屋）　ドローイング集　23.8E（4066円）
　　サッポロラーメン　7E（1196円）
　　ATAC(スーパー)
　　　水1.5L ハンドクリーム スプーン ピューレ　6.3E（1076円）
　　FRANPRIX(スーパー)　塩　0.6E（103円）
------------------------------------
7月5日
　　ヴァージンレコード　本　6.99E（1194円）



　　マクドナルド(コーラ・ポテト)　3.8E（649円）
　　ATAC(スーパー)
　　　缶詰　水1.5L　牛乳　1.91E(326円)
　　japanEXPO8 3日間チケット　28E(4783円)
------------------------------------
7月6日
　　FNAC(レコード・ゲーム・PCなど)
　　　A4プリント用紙50枚　24.99E(4269円)
　　うらばす（マンガ喫茶）

　　　プリント40枚　40E(6840円)　2h50　14.8E(2533円)
　　モノプリ（スーパー）

　　　ポーク缶詰*3　水1.5L*2　3.5E(599円)
------------------------------------
7月7日
　　CHAMPION(スーパー)
　　　BOLINO 水50ml ポーク缶詰　3.42E(584円)
------------------------------------
7月8日
　会場から直帰

------------------------------------
7月9日
　　モノプリ（スーパー）マフラー　14.9E(2545円)
　　ATAC(スーパー)
　　　スープ ポーク缶詰 チョコクリーム 3.41E(582円)
------------------------------------
7月10日
　　ZARA 子供服　9.95E(1699円)
　　モノプリ（スーパー）

　　　水50mlチョコクリーム1.68E(287円)
------------------------------------
7月11日
　　ロワシーバス　8.6E(1469円)
ロンドン

　　WDFE　妹にお土産ランコム　35.35£(8934円)
　　EST PRESSO空港内ファーストフード
　　　クッキー・ジュース350ml 2.8£(706円)
------------------------------------



その他交通費

Carnet(10枚綴りのチケット)11.1E*2.3=26.7E(4539円)
Carnet 2cl (3.5E*7)+(8.2E*1)=32.7E(5559円)
------------------------------------
携帯レンタル

Vodafone rent JPN　21753円
初日に飛行機が5時間遅れたのでホテルまでの道のりを聞くのに3160円
イギリスで待たされて更に3375円
その他通話料600円
7月7日15:24:30の不明なデータ通信3536円
会場内に居て使ってはいない筈なんですけど…(;´・ω・｀)？
それを含めたメール(データ通信)で7216円
後日何故か追加料金1032円　用途不明
レンタル料3850円　補償料2310円　国内通信(みんなに連絡した)210円
====================================
・うらばす（マンガ喫茶）は請求しないとレシートが出てきません。

アジア系の人が経営している場合はこういった対応が多かったような気がします。

・交通費はカルネよりもカルトオランジュを購入した方が安かったかも。

・工業製品（今回はプリント用紙）がとんでもなく高い、多分税金がかかってるから。

免税店にプリント用紙が売ってる筈も無いので、やむなく…でも日本の正規価格の倍って高過
ぎる。

・携帯を日本でレンタルすると高くつく。

いつも使ってるウィルコムの3倍って…ソフトバンク（vodafone）は高いです。
ノキアのSIMフリー携帯を購入してSIMカードだけ入れ替えるというのがあったのですが、知った
のが日程ギリギリだったので入手出来ず。

本体とカード込みで今回のソフトバンク携帯の半額以下、頑張っておけばよかった…orz

日本と比べると遙かに全ての値段が高いのが分かります。

マックのコーラとMポテトだけなのに日本のバリューセット並の値段だったり、A4光沢紙50枚で4
千円超え。

マンガ喫茶に至っては1時間千円…日本ならカツカレー大盛りサラダ付きを頼んで1時間居てもこ
こまで行かない。

今回は異常にお金がかかってしまいました、携帯とマンガ喫茶でプリントアウトしたのと本を印

刷屋で出してしまったのとユーロ高が大きかった。

昔行った時は1ユーロ130円で1フラン30円ぐらいだった。



パリでPC使うには電圧が不安定なのでわざわざ変圧器付けなきゃなんないんですよ、しかもプリ
ント超高いんですよ、コミケが日本の倍の入場料なんですよ、しかもコスプレイヤーばっかりな

んですよ、多機能携帯なんか持ってたら盗まれてSIMカード入れ替えられて使われちゃうんですよ
！

　 ,-===-、
　|n_j_ij_j|　　いやはや…
　　（´・ω・）　＜日本人で良かったでござるよ。

　,ノﾞﾞﾞﾞﾞﾊヽ、　　　　　　　　　　　　マジで。
　 `〜ｪ-ｪｰ' 
パリのオタクってどうやって生きてるんだろう？

健全にしている限り日本はオタクに優しい国、マスゴミはウザス!ですけど。

水は探せば1.5L53円がありました。
1週間ホテルの朝食のパンと夕飯は水と缶詰ばっかりでした。

エキスポの事…話して無いや。

JUGEMテーマ：フランス
2007.09.06 Thu

http://jugem.jp/theme/c149/3078/


かもしれない。

※画像変更しました。2007.09.10
免許の話はもう出てこなかったので、多分落ちたと勝手に予想。

部下の話題についていこうとする桂、健気だ〜。

本日は「かもしれない運転」の回でした、銀魂を読むようになったキッカケの回。

自分も免許を取った時、かもしれない運転を身に染みるくらい体感した事が。

坂にさしかかる所で目の前にカートを押したお婆さんが歩道をズレて曲がりながら歩いて来た

ので、教官も自分も慌ててブレーキをかけ、クラクションを「パ」と鳴らしたら、そのお婆さん

はゆっくりと歩道側に軌道修正していきました。

坂道にさしかかる所でスピードが出ていたのと、予想外の出来事で教官も「こんな面白い事は初

めて」と言っていました。

2007.09.06 Thu

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/katura0.html


Gackt 上杉謙信

描いてみました。

本日「風林火山」ありますが、出てくるんでしょうか。

毎回見てます。

2007.09.09 Sun

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/gackt0.html


実は…。

画像リンクで気付いてた方はいるのではないかと思うのですが。

実は、ここに掲載している画像だけまとめているサイトがあります。

　　　　　【FC2サイト】

特にサイトを別に作ろうとかは思ってません、画像を置いてるだけ。

メモ帳にタグ打ちで作っている簡易サイトです。

↓らくがきも掲載してます。

画像のチラ見用にと思って。

2007.09.10 Mon

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/


ねとらじ参加しました。

11日に放送(?)されていた「ねとらじ」に出させて頂きました。
ホストはベジータさんで、そこにスカイプで会話をしてそれを流すというものでした。

ベジータさんの糖尿につき引退記念に24時間放送という事で、そこに午前中に書き込みして、そ
こからなし崩し的に参加する方向に。

それからヘッドセットを購入して19時から21時の最後のgdgdに参加。

何か、あまり話せなくてすみません。

番組終わりに旅猫さんと個人的にスカイプして色々と教わったりして、その節はありがとうござ

いました。

その時に話した絵を上手く描けるようになるコツとかの話の方が結構情報量が多かったような…
気がします。

猫にヘッドセットを奪取されながら、掲示板に書き込み、画像をアップロードしてました。

そこで運良く撮れた姿勢のいいマルコの写真です。

JUGEMテーマ：キジトラの猫　猫色々　ラジオ
2007.09.12 Wed

http://jugem.jp/theme/c154/2455/
http://jugem.jp/theme/c154/1261/
http://jugem.jp/theme/c252/2673/


小梅、小綾、マンゴー。

某スーパーの店員、お前の意志は受け取った。

伊集院のラジオ聴いてないと分からない。

2007.09.13 Thu



壇れいのあのＣＭ。

「金麦とまってるんだから〜」　金麦が泊まっているように聞こえる。

あの30代後半っぽい奥さんの壇れいが、やたらと可愛いＣＭですが。
どんどん画面の絵がリアルさを失っていっているのが気になる。

最新のＣＭでは、張りぼての家の前に立ってるという、ミシェル・ゴンドリー作品のような画面

作りになってきていて、つまりは…。
背もたれの長い椅子に座って呆然としている40歳くらいの独身男性の引きの画がゆっくりと流れ
てＥＮＤとか、そんな未来世紀ブラジル。

あの女性は本当に存在していたのか？

どこからが夢だったのか？

本当は、女性、役職、世界観、全てが妄想だったのでは。

そんなテリー・ギリアム監督作品「金麦」

羽の生えたお人形の首が体の中を飛び回るよ。

一人暮らし風な小綺麗な部屋に椅子に座った男性の後ろ姿から、片手に「金麦」を持った画が引

いていって画面にサントリー、も思いつきましたが…。

追記：

「アワーズ」（ヤンキンでは無い方、泡の出るチューハイ）にウコン（ターメリック）を入れる

とビールっぽくなる。

「金麦」はリキュール系。

ブログが１万ヒット超、ありがとうございました。

1日平均66　月平均911
2007.09.13 Thu



オンメシ田中ポテトタス（棒）

※リンクし忘れてました(同日19時半に直し)

「スーパーナチュラル」が18日の深夜で最終回でした。
ラストが…それでシーズン２はあの病院のシーンから始まる訳ですね。

このままシーズン２になってもらいたかったんだけど、10/2からOCだそうです。
これで早く寝られそう(- -)
でもスーパーナチュラルなディーンや、最強の弟が見れなくなるのは寂しい、早めにシーズン３

放送希望。

あと「パパにはヒ・ミ・ツ３」も、CJとジイジにもう一度会いたいですNHK教育さん。

次長課長の井上棒が「ふざくんな（棒）」とか「うんわぁ〜（棒）」とか酷かったのもいい思

い出。

井上は台本の文字が読めないから一言一句追いながら読んでいて、こんな棒になってしまったん

だと勝手に予想してみたり。

井上がディーンの中の人だと考えると、ほんの少しごく微少見る目も変わってくるというか…そ
うでも無い。

やっぱり一文字づつ読んでたんだろうなぁ…。

追記：タイトルの「オン〜田中〜」はサミーが唱えてた呪文のようなものです。

JUGEMテーマ：海外ドラマ
2007.09.20 Thu

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/super-n0.html
http://jugem.jp/theme/c242/719/


色々映画を見に行きました、ポケモンとか

「ポケモン　ディアルガVSパルキア　ダークライ」
ポケモンゲット目当てに行ったのですが、現在ポケモン417。
トイザらスでデオキシスを貰って、映画館でダークライ。

ダークライの方は映画館外でもゲットした人がいるようで、ソフト2本持っている人はダークライ
バブルです。

スタンプは赤羽にありました（高校生クイズ情報）

石坂浩二の声は低音で結構良かったと思うのですが、周りでは不評。

タレント声優棒演技の余波か…。

内容は色々盛り合わせのような「ピカチュウの夏休み」のようなほのぼのも有り、戦闘シーン

は「甲賀忍法帳」や山田風太郎作品のようでもあり、塔を上っていく姿は「カリオストロ」のよ

うでありました。

途中に「サイレントヒル」のようなシーン（途中で無くなった道路）がありましたが、友人に聞

くと知らないと言われてしまいました。

映画版「サイレントヒル」

スタッフがゲームのファンだったのでゲームと同じような画面作りにしてみたり、過去のフィル

ムのような処理を頑張ってみたり、マイケル・ジャクソンのスリラーが出てきたり、美人警官が

助からなかったり、人体が骨無しだったり、バッドエンドだったり。

続きはまだですか？意外と楽しみにしてたりして。

ルビー・サファイア系のポケモンが未ゲット。

　∧_∧　　誰か



　∧_∧　　誰か
(´・ω・)　　キモリ・アチャモ・ミズゴロウ
c(＿o日o　　　　　　　　　　　　くだしあ…。
ボルテッガーなピチューをくれてやるので。

2007.09.20 Thu



現在テンプレート変更中

現在このブログのテンプレートを変更中です。

なので来て貰っても何もありません、すみません。

2007.09.25 Tue



テンプレート変更しました。

TOP変更しました。　　この画像にそんなに意味はありません。
画像も大きいものが表示できるようになりました。

テンプレートはここの無料ブログスペースJUGEMにあった「GOGO！G1レース」というのを使用
。

全く競馬とは関係の無いものに。

上の絵とは別の画像は

「web*citron」　　
このサイトからお借りしました。

2007.09.26 Wed

http://www.webcitron.com/


『24』のシーズン5が始まりました。

一部関東のみのようですが『24』のシーズン５がフジの深夜にて放送開始。
※07年10月2日の書き込みです※

■『24』シーズンV　放送スケジュール
10月1日（月）　深夜0：50〜3：46　♯1〜3
10月2日（火）　深夜0：35〜3：26　♯4〜6
10月3日（水）　深夜0：35〜3：26　♯7〜9
10月4日（木）　深夜0：35〜1：36　♯10
10月5日（金）　深夜1：05〜3：56　♯11〜13
10月6日（土）　お休み
10月7日（日）　深夜2：00〜3：55　♯14〜15
10月8日（月）　深夜1：35〜3：30　♯16〜17
10月9日（火）　深夜0：35〜3：26　♯18〜20
10月10日（水）　深夜1：05〜3：56　♯21〜23
10月11日（木）　深夜2：05〜3：05　♯24

放送時間、○日の0：50というのは24：50という意味です。

キーワードも健在、今回も４の時と同様四文字熟語のようです。

※漢字とカタカナの組み合わせもあり、換気システムの回では文字が長すぎて送れないというト

ラブルがありました。

換気システで送っちゃったよ(・´ω｀・)換気systemでも送れたらしい。

下記のアドレスにアクセスすれば応募画面に行けます。

http://www.fujitv.co.jp/24/dvd.html

朝がまた辛くなる・・・早めに帰って寝て深夜に起きて『24』見ながら夜食か。
太ったらまた痩せればいいや。

JUGEMテーマ：海外ドラマ
2007.10.02 Tue

http://www.fujitv.co.jp/24/dvd.html
http://jugem.jp/theme/c242/719/


Bhut Jolokia（バフット・ジョロキア）

【「超暴君ハバネロ 辛さ2.0倍」vs最凶のライバル「大魔王ジョロキア」】

なんとハバネロより辛い唐辛子があったんですね。

インド原産の「バフット・ジョロキア」多分インドの南の方かも、北の方のインド人は辛いもの

が苦手だとか、ほとんどの食事が甘いそうです、インドなのに。

ハバネロの２倍のスコヴィル値だそうです。

そういえばハバネロペッパーをもう半分も使ってしまった。

WDSCにあったザ・ソースがもう在庫切れだとか。
このジョルキアですが通販サイトを発見。

【Pepperworld Hot Shop】
ここの

[Lava Jolokia Hot Sauce]　　　　　[Lava Jolokia Fiery Mustard]
で、通販できるようです。

日本で購入する場合は東ハトから出ているスナック菓子

『大魔王ジョロキア』

コンビニなどで購入できるそうです。

JUGEMテーマ：デスソース+香辛料
2007.10.31 Wed

http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20071016_habanero_jolokia/
http://www.pepperworldhotshop.de/viashop/storefront/start.asp?
http://www.pepperworldhotshop.de/viashop/storefront/start.asp?seite=/viashop/storefront/produkt.asp%3FProduktID%3D523
http://www.pepperworldhotshop.de/viashop/storefront/start.asp?seite=/viashop/storefront/produkt.asp%3FProduktID%3D556
http://tohato.jp/products/habanero/
http://jugem.jp/theme/c200/3327/


ワルメン現る。

【寛仁殿下「非行少年だった」　米紙に衝撃告白のすごい中身】

この中にあった一文なのですが…。
> 近くの北朝鮮系の学校に通う生徒といざこざを起こすこともあったのだという。
> 「彼らとは、すごく戦いました。彼らは学習院の制服を見つけると、いつも襲いかかってきたん
です」

そういえば、三笠宮殿下は麻生さんと高校時代ご友人だったそうで（その縁もあって麻生さんの

妹とご結婚もしている）

という事は、麻生さんも一緒に喧嘩をしていた……。
とか、もの凄いクローズを想像してしまった。

2007.10.31 Wed

http://www.j-cast.com/2007/10/22012452.html


山手線でハロウィン？

どうやら明日（本日？）２７日（土）に山手線でハロウィンパーティを計画している方々がいる

ようです。

ttp://www.japanprobe.com/
The 2007 event is scheduled for Saturday, October 27, 2007. Festival-goers board the
JR Yamanote Line at JR Shinjuku station, platform 13 (Yamanote bound for Ikebukuro).
Japanese citizens as well as foreigners meet where car 10 stops, in front of the escalator
from South exit. Everyone boards the 21:08 northbound train and loops around clockwise.
Frequently everyone brings their own alcoholic beverages.
▼上記の日本語訳

2007年のイベントについて、2007/10/27土曜日。
フェスティバルに参加するにはJR山手線新宿駅の13番のプラットフォームからの池袋行きに乗っ
て下さい。

日本人も私たちも10両目で会いましょう。
南出口付近で皆さんと一緒に21:08北方面行き（多分、時計回りの事）でループします。
皆さん、アルコール類は自分で持ってきて下さい。

▼去年の様子

http://youtube.com/watch?v=ENZfAjRZ754
http://youtube.com/watch?v=sghJovPzsEA
http://youtube.com/watch?v=mkd6hxuNg2M
http://youtube.com/watch?v=YYF-EQJ4kyA
http://youtube.com/watch?v=8pOVaHmMf9c
http://youtube.com/watch?v=T8QJ2mz-HVo
http://youtube.com/watch?v=g54H67TxwE8
http://youtube.com/watch?v=EpzGYZq3bME 

翻訳は適当にしてみただけですが、時間と場所はだいたいこんなカンジ。

英語なので、もちろん外国の方々です。

最近、電車の中で大騒ぎする外国人が増えましたね。

大騒ぎするオージーにも遭遇しましたし、ホームの黄色いタイル周辺で座っている白人達も見ま

した。

そのホーム、人が沢山いるじゃん…フランスではそんな人見なかったけど、日本やアジアに来る
と態度が横柄になってくるのかもしれませんね。

このyoutubeの画像は閲覧件数が増えればモーストビューに入り、本国にも伝わるかもしれません

http://youtube.com/watch?v=ENZfAjRZ754
http://youtube.com/watch?v=sghJovPzsEA
http://youtube.com/watch?v=mkd6hxuNg2M
http://youtube.com/watch?v=YYF-EQJ4kyA
http://youtube.com/watch?v=8pOVaHmMf9c
http://youtube.com/watch?v=T8QJ2mz-HVo
http://youtube.com/watch?v=g54H67TxwE8
http://youtube.com/watch?v=EpzGYZq3bME


。

例のオージーはこの騒ぎで本国に帰ったとの事。

例のNOVA講師陣が暴れないといいのですが。
2007.10.27 Sat



HDから画像出てきた。

HDを整理していたら、懐かしい画像が出てきました。
昔作ろうとしていたフィギュアの原図です。

ネコミミの子供と、ちびネコでセットになっている模様。

他にもパーツごとに清書したものも発見、原型をどう作るのか分からず、石粉粘土で小さい方の

ネコと丸を数個途中まで作って放置中。

2007.10.26 Fri

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/neco0.html


マリオギャラクシー

やっと64からの続編『マリオギャラキシー』が発売です。
64で最速クリアがあったので、もしかしたら今回も出るか！？
ＣＭもかなり良い、一瞬見える惑星(？)の裏側にも何かあったり、展開が速かったりと魅せ方が上
手い。

こういうCMって無かったなぁ、意味も無くスーパーの中をカートで走ってみたり、妙な言葉や音
で驚かしてみたりというのは多いけど。

しかしwiiの購入は無いかと…マリオしか無い現状では何とも、ZELDAはオカリナで止まってる
状態、wiiって親戚の家にはありそう。
×箱HALO3が欲しい。

やっぱりスーパーマーケットの中をカートで走ってはいかんと思う。

▼スーパーマリオ64最速クリア動画
【Super Mario 64 - AKA & Swordless Link - 1 Star Run】
1:20で何かが起こって、1:58でクッパを倒すとか、アホみたいな動画です。

あと、全然関係ありませんがyoutubeで見つけた可愛い過ぎる猫画像をどうぞ。
【poes op film】
「wet pussy」というジャンルが、同名動画がたくさんあった、違う意味がひっくりかえっていい
猫画像になっている。

youtube.comで「wet pussy」検索
2007.10.21 Sun

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000IUCWFI/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.youtube.com/watch?v=16OEqIzkUcQ
http://www.youtube.com/watch?v=x1lvE_KujWw&mode=related&search=
http://www.youtube.com/results?search_query=wet+pussy&search=Search


PCを購入しました。

プリズンブレイク２終わりました、野球延長で１時間遅れるとか…眠い。
え、続くの？

最後のシーンがCUBEに似てました、画ヅラが。

DELLのPCが壊れてしまったので、本体だけ買い換えて補償とか配送費入れて全部で38800円にな
りました。

HDの中にまだデータが残っているので、外部にして繋いで取り出す事に。
金曜に着く筈です、autoCADがPC1台につきソフトが1回しか起動しないという酷い仕様なので、
もしかしたら再購入に。

(;゜д゜))))ｶﾞｸﾌﾞﾙ

秋葉原はいい所です、質問には親切に答えてくれるし、パーツ屋のおっちゃん、プラグの径φから

教えてくれてどうもでした。

ハンダ頑張ります。

懇切丁寧にHDの仕様には２種類あって…と説明してくれる店員さんもいました。
こういうのは自分で分かっておかなきゃいけないんだよな、本来は…。
使いもしない弾薬のリローデイングとかの方が詳しいよ…実生活の方の知識を付けておかないと(
゜д゜)ﾅｰ
2007.10.19 Fri



西友が。

帰りに近所にある西友に寄ってみたら、やっぱりエスカレーターが止まっていて、そこにいた警

備員さんに聞いてみると、階段を案内されました。

いつもは使わない所なので他よりも綺麗でした、多分他の人達もあまり使ってないのかも。

というか、階段の存在自体知りませんでした。

何か人があまりいなくて、いつもと違う感じが…。
各階に警備員が１人ついていたようです、何か異様な雰囲気でした。

ところで、今日行ってきた109のエスカレーターの板が、事故のあったエスカレーターと似たよう
な仕様っぽい…。
釣り板の次に固定板で、コンクリの壁があって、その固定板とエスカレーターの間に微妙な隙間

がある。

109にあまり小さい子供は来ないような気もしますが、ちょっと気になった。

上下を一緒に並べて、マザー２のデパートみたいなエスカレーターは無理？

広く無いとダメかも４機並ぶから。

壁と離したり、その周辺の壁は角にならないように削ったり固めのマットみたいなクッション

があったらいいのかも。

ビルの中心にエスカレーターの為の広いスペースを取った方が強度的に安定するのでは、と思

った。

うまい棒は中心を空洞にする事で、輸送の際折れない強度になったとか言ってましたし。

2007.10.19 Fri



スピリタス-SPIRYTUS-

スピリタスという度数の高いポーランド製のウオッカを入手したかったのですが、１本購入する

のも何だかなぁ〜と思っていたらビックカメラに50mlのミニチュアボトルを見つけました。
400円+税、一緒に持っていたイヤホンは同時購入できず、ビッグカメラのお酒は別部門の模様。

さっそくグラスに開け、事前に飲んだ瞬間に痛みが！と、聞いていたので少しづつ飲んでみたら

…飲めない！
口に入れた瞬間パアーっと広がって蒸発。

痛いどころか蒸発の瞬間ヒヤッと冷たくなって無くなるという感じ、味とかは結構量を飲まない

と分からない様子。

なのでdoleグレープで割って飲んでみました。
意外な事に結構飲みやすい、前に購入していたウオッカが何か変な風味だったので、スピリタス

も結構アルコール度数が高い（96℃）のでダメだったら消毒用アルコールに転用しようと思って
購入したのですが、なかなか旨い。

ボトルもそんなに高く無かったと思うので、今あるのが無くなったらスピリタスにしようと思い

ます。

翌日の二日酔いなんかはありませんでした、20ml↓だったからかもしれませんが。

追記：書き忘れてました、うしろにあるSel Forというのは日本で言う味塩みたいな物です。
パリのスーパーで103円くらいで購入、多分0.6ユーロぐらいだったと思う。
ハーブが入っているので味はクレイジーソルトと同じ感じ、それがこの量でこの値段なのは凄い

。

フランスの食べ物にハズレはありませんでした、安い缶詰でも旨い。

これが国力の差か…(´·ω·`)

西武戦のチケット、この試合は西武奇跡の圧勝だったのにこれ以降はどんどん転落…。



西武戦のチケット、この試合は西武奇跡の圧勝だったのにこれ以降はどんどん転落…。
その記念チケットです。

追記：余談ですが、西武球場で売っている『アゲタコ』の辛い方のソースは、ブレア社な味がし

ました。

多分一番辛く無い「パラペーニョデスソース」だと思います。

2007.10.12 Fri



内藤繋がり。

昨日の亀田VS内藤戦
もちろん苗字が同じで、従兄弟にも同名の子がいるので（大介は良くある名前）内藤の方を応援

してました。

亀田兄弟は好きでも嫌いでも気にもしていなかったのですが…あの亀田’ｓリフト
　ポポポポポ(　゜д゜)゜д゜)゜д゜)゜д゜)゜д゜)ポカーン…
レスリング、A.カレリンの投げ技カレリン’ｓリフト思い出した、古いですけど、それにそこまで
上がってなかったですけど…。
ボクシングってそこまでやっていい競技だったっけ？

と思っていたら内藤が両腕広げてアピール、どうやらやっぱり反則の模様。

目潰しなど反則っぽい行為が他にもあったので、亀田次男の負けが決定的に。

切腹、実際戦国以降記録に残っているものは数百年の間で実は忠臣蔵含めても９例ぐらいしか無

いのだそうな。

亀田次男が言い出しそうなのは多分、自腹を切る（自分のお金を出すという行為）とか、かも。

内藤選手の方はちびまる子ちゃんに出てくる山根に似ているような気がする。

コンビニパンで減量とか…魚介類なら高タンパク低カロリーなのに、無理するなぁ。
▼こちら試合の経過記事

【スポニチ　ボクシング　反則技連発！大毅が世界戦汚した】

http://www.sponichi.co.jp/battle/special/2007boxing_10/KFullNormal20071012126.html
とりあえず現在、他のボクシング記事は［亀田大毅・内藤大介］戦、一色。

余談ですが、親戚にヤスヒコ叔父さん（TRIGUNの人とロとコが違うだけの同名（微妙…）海上保
安部、イ・ビョンホン似日本人）もいます。

昔、自分が小さかった頃、NHKのど自慢で大はしゃぎしていたのがビデオで残っていて、子供な
がらに、この叔父さんは本当に大人なんだろうかと思っていたのを思い出た。

妹の名前は某女優やグラビアアイドルと同じ名前、自分も囲碁の記者さんと同じ名前。

他にも誰か居そう。

追記：亀田三兄弟の下に妹がいるそうで、名前は姫月（ひめき）ちゃん、07年現在７歳。［スポ
ニチ参照］

三人お兄ちゃんで、その下に妹だったらやっぱり姫なんだろうなぁ。

顔はお兄ちゃん達にそっくりだそうです…。
2007.10.12 Fri

http://www.sponichi.co.jp/battle/special/2007boxing_10/KFullNormal20071012126.html
http://www.sponichi.co.jp/battle/special/2007boxing_03/KFullNormal20070301021.html


『24』season5やっと終了。

※携帯写メなのですみません、後でスキャンし直します。

※07年10月12日の書き込みです※

最後だけ１話だったので、何だか消化不良のような感じ、。

バッグを下げている姿が妙に可愛いジャック。

このバッグを探していたら以下のサイトを発見

【２４オフィシャルファンクラブ　JOIN IN】
http://www.24fanclub.jp/store/index.html
▼CTUメッセンジャーバッグはこちら
http://www.24fanclub.jp/store/goods/CTU-TRTF1036.html

クロエ役のメアリー・リン・ライスカブの動画も見つけました。

ギター漫談で自虐ネタをやっている、日本で言えば青木さやかのような人らしい。

http://youtube.com/watch?v=6aqlCyGK9wE
IT Conference(IT会議)に特別出演するクロエことライスカブの画像、司会がもの凄くクロエを褒め
称えてる。

http://youtube.com/watch?v=4y4n8MemcV8

今回はキーワード全て応募。

#13『換気システ』の件は途中まで書いた、もしくは復旧後再送してしまった方も有効という事だ
そうです。

という事は『換気system』は無効なのか…？
season4のやつは貼っておきますね(・´ω｀・)
２４キーワード　シーズン４

ttp://www.fujitv.co.jp/24/index3.html

http://www.24fanclub.jp/store/index.html
http://www.24fanclub.jp/store/goods/CTU-TRTF1036.html
http://youtube.com/watch?v=6aqlCyGK9wE
http://youtube.com/watch?v=4y4n8MemcV8


ttp://www.fujitv.co.jp/24/index3.html
#1　不眠不休　#2　驚天動地　#3　孤軍奮闘　#4　無我夢中
#5　大義名分　#6　用意周到　#7　一触即発　#8　絶体絶命
#9　勇猛果敢　#10 即断即決　#11 疑心暗鬼　#12 茫然自失
#13 悪戦苦闘　#14 呉越同舟　#15 危機一髪　#16 権謀術数
#17 危急存亡　#18 複雑多岐　#19 起死回生　#20 多事多難
#21 厚顔無恥　#22 前代未聞　#23 大胆不敵　#24 天涯孤独

追記：全国のauショップやケータイ販売店pipitで24のDVDが無料配布されているそうです。
============================================
全国のauショップ、PiPit店で海外ドラマ『24 TWENTY FOUR』シーズンI、II、V、VIの第1話を
完全収録した「24 トライアルDVD」の無料配布を開始した。
KDDIと20世紀フォックスHEは、『24 −TWENTY FOUR−』の一部を収録した販促DVDを全国
のauショップで配布。
DVDと携帯サイトを連動させる技術を取り入れ、店舗誘導や販売促進を同時に行う新たなプロモ
ーションとして展開する。

============================================
昔はauだったけど、パケ代高かったからウィルコムに。

JUGEMテーマ：海外ドラマ
2007.10.12 Fri

http://jugem.jp/theme/c242/719/


「トライガン」イベント

本日「トライガン」イベントが開催中。

『TRI AGAIN』
2007/10/7（日）会場：綿商会館4Fホール 

　イベント詳細・会場案内

締め切りに気づいたのが8/31の深夜でした。
なので今回は参加は見送らせて頂きました、すみません。

本日も風邪で喉をやられて喘息みたいな感じになってしまったので、行けなくなってしまいま

した、なので今回は不参加です。

もっと前に書き込んでおくべきでしたが、何と言って良いんだか分からず今日やっと書けた状態

。

　　次回参加を予定しているイベント

　　　　2008/2/17（日）会場：綿商会館4F

　　　　

「トライガン」のイベント、絶対に次回は参加したいです。

2007.10.07 Sun

http://triagain1007.web.fc2.com
http://triagain1007.web.fc2.com/syosai.html#kai
http://roo.to/showtime


ページ下部変更しました。

こちらのページの下に、次のページへのリンクがありませんでしたので作り直しておきました。

「GOGO!G1レース」の製作元さんのページが見つからなかったので、とりあえず他から転用。
2007.10.05 Fri



ベルギーのブリュッセルだったら行った事あるよ。

アサヒコム【「デスノート」まねる？　ベルギーでバラバラ殺人事件】

このニュースソースによると

「Watashi Wa Kira Dess」→「わたしわきらでっｓ」

しかし、読売の方だと→こちら

「ＷＡＴＡＳＨＩ　ＷＡ　ＫＩＲＡ　ＤＥＳＵ」

朝日には間違っている模様と記述してあります、アサヒってなければ朝日の方が何だか詳しい。

自分的には「Watashiha KIRA death.」
名前は大文字で書くって松山さんに言われたから。

紙に表記してあるのだから口語の「わ」では無く「は」が正しいかと。

しかしノートには何と書かれていたのでしょう。

まさかSAWのように遺体が自分でやったとは思えないので（自分でバラバラとか）もしかしたら
キラに操られている第二の犠牲者がいるのかもしれません。

ニュースでも「何も書かなかった場合は心臓麻痺になる筈だからバラバラはおかしい」という事

を真剣に言っている人が…。

ミサミサは俺の嫁。

wiki早い、3日 (水) 01:44 って→wikipedia DEATH NOTE

追記：あのローマ字、間違っていると思いましたがもしかして「私ゎキラでっす」とか。

でも医学部の学生とかが献体を使ったハンニバル遊びだったとかに3000ベル。
2007.10.05 Fri

http://www.asahi.com/international/update/1004/TKY200710040046.html
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20071002i317.htm?from=navr
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%82%B9%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88


映画に適当な台詞を付けて騒動の顛末をまとめたもの。

2007年10月4日の記事です。
youtube巡りをしていたらこんなモノを見つけてしまいました。
「ヒトラー　〜最後の12日間〜」の画面と台詞に適当な日本誤訳を付けたもの。

元になった映画『ヒトラー最後の12日間』
▼ひぐらしの鳴く頃に

【ひぐらし放送休止騒動まとめ】

例の事件で放送休止になった事で総統がお怒りです。

黒い服の件はアサシン系文献では常識で、アックスも力が弱くても振り落とせばいいだけの武器

なので…言いがかりだぁ〜。
鉈子は白いワンピだし。

オマケ【雛見沢観光とひぐらし狂気まとめ　（相撲ロボット製作部）】※グロ注意

雛見沢村は現存していた？

後半にいくにつれおかしな事に…。
東京マルイさんに迷惑をかけるな。

おかっぱだいすき。

ゲームの方

アニメの方

▼ついでにSchool Days
【スクールデイズ騒動まとめ】

School Days見てみましたが…怖いわ。

【スクールデイズ放送中止】

お怒りの総統。

PCゲームが元になったからなのか止まったまま動くシーンが多いアニメでした。
背景屋さん冥利に尽きる作品、2秒以上写るとか通常のアニメじゃありえないので。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000AC2V5K/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.youtube.com/watch?v=O6DpkLCeGPs
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000UGRR14/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000I2FEK6/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000FBFSCE/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000FBFSCO/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000FBFSCY/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000FBFSD8/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000FBFSDI/nightow-yukiko-22/ref=nosim


『School Days 第6巻 通常版』
何か同じようなマンガを描いていたのが、同級生にいたような気がする。

もちろん小中学生でしたが。

▼同じ映画繋がりで例のアーツ騒動まとめ。

【アーツビジョン騒動まとめ】 これは当時の声優板の状況という事でしょうか。
【アーツビジョン騒動まとめ2】　今北産業　オワタ！　三文字…。
【アーツビジョン騒動まとめ3】　不思議と場面の台詞と状況が微妙に合っています。
▼アーツ騒動おまけ　「300」所々本当にその台詞に聞こえるモノもあり(アクエリオンとか)
【アーツビジョン事件など、ものともしないレオニダス陛下。】

ほっちゃんは皆に愛されている。

飛行機の中で見ましたが結局hot fuzzに移動して全部は見てません。

ところで「まんが広場北池袋店」の3時間680円パックが無くなっていました。
3時間以上いるよ、うんわぁ…。

JUGEMテーマ：フラッシュ・動画
2007.10.04 Thu

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000SKNR84/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.youtube.com/watch?v=1KcCKfk7ylQ
http://www.youtube.com/watch?v=2LLEZFHouVo
http://www.youtube.com/watch?v=HSpTzGy0V2k
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000U5HX32/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/theme/c189/1236/


秋は花粉症の季節ですね。

10月2日（火）　深夜0：35〜3：26　♯4〜6
24を見ながら鼻炎中、ジャックの撃つ弾丸は全てヒット。
意外と瞳つぶらだぜ。

自分にとっては花粉症の季節。

ブタクサかヨモギ、犯人はどちらかです。

それに最近は寒暖差が激しいので風邪をひいてしまいました。

花粉症に風邪、息をするのも苦しいです。

アレルギー性鼻炎というのは直らないんだそうです、体質だし遺伝なので。

父親も鼻炎だったので、多分それが遺伝。

いらんもん遺伝しないでほしかった、高身長だけ遺伝してほしかったなぁ…。
2007.10.03 Wed



フランス語翻訳ツール

japan EXPOでも聞かれたのですが、翻訳はどうしているのですか？という事ですが。(その際はど
うも。)
日本語→英語→フランス語→日本語(確認)
これを何度も繰り返しながら翻訳しています。

ネットは便利ですね。

英語はある程度分かるので、英語で分かるように翻訳してからフランス語に翻訳。

デスクトップに「日本語→英語」と「英語→仏語」を一度に表示させるウィンドウを置いてます

。

↓タグはこんな感じ。

▼翻訳ページのタグ

================================================
<TITLE>フランス語翻訳</TITLE>
<FRAMESET rows="*,45%" frameborder="YES" border="2">
<FRAME src="http://translate.livedoor.com/french/">
<FRAME src="http://translate.google.com/translate_t?langpair=ja|en">
</FRAMESET>
================================================
↑以上を”メモ帳”にコピーしてから拡張子を”html”にして適当な所に適当な名前(フランス語翻訳
とか)で保存。
このフレームに「日本語⇔仏語」のinfoseekの翻訳を置いても動作はしません、infoseekは別窓に
。

日本語のニュアンスをそのまま書くよりも、海外ドラマで聞くようなニュアンスを参考に翻訳す

るようにはしています。

実際「いただきます」を英語にすると、お祈りになってしまうので「Looks Yummy(美味しそう)」
にしてみたり、と宗教観が違ってくるものもあるので。

海外に輸出されている漫画などの翻訳は、現地にいる日本人がアルバイトでやっている場合があ

るそうで、昔は結構適当にやっていたそうです(人造人間と腎臓人間の間違いは都市伝説?)
今はどうか知りませんが、日本の出版社は非協力的なので海外の出版社の方々はコミックをその

ままバラしてそれをコピーして文字を貼って…と、かなり努力をしているそうです。
日本の出版社の方も、もしかしたら海外部門を設けて無かったりして、どう対応していいか分か

らないのかも( ﾟдﾟ)ﾅｰ
2007.11.01 Thu



ネコの寝言が。

ネコが夜中寝てるときに言う寝言が凄い。

一緒に寝ている時、いきなり耳元でバイクのエンジン音が聞こえて、驚いて起きたら寝ながら唸

っていたり。

（国道を珍走団が走っているような音、ウグウゥ〜！！のような感じ）

いきなり「ベチョベチョグチョグチョ〜」音が鳴ったので、起きたらネコが寝ぼけながら毛繕い

して口の周りをヨダレでベッチョリにさせていたり。

「グルル〜」と聞こえたのでネコを見てみると、唸りながら何かを食べているように口をモグモ

グさせていたり。

何かを食べている、もしくは『ワォワォン〜』と何かを喋っているような事が多い。

これを書いている今も何か喋っています、体が動いているので何かを追いかけているような夢を

見ているのかもしれません。

JUGEMテーマ：キジトラの猫　猫色々
2007.11.03 Sat

http://jugem.jp/theme/c154/2455/
http://jugem.jp/theme/c154/1261/


精神年齢とか。

ネトラジを聞いていたら精神年齢の話になったので、高校生ぐらいの頃に30代半ばになったのを
思い出し、久しぶりにネットで鑑定をしてみる事に。

▼鑑定結果

あなたの精神年齢は35歳です
幼稚度32％
大人度68％
ご老人度33％
あなたとお友達になれそうな人

黒柳徹子

黒柳さん！！ウチの母親に性格が似ています、疲れます、常識が違います、次元を超越してい

ます。

高校の頃から精神的には変化無しという事？

これは35歳を超えた時、変化は起こるのでしょうか？

一応そこのアド貼っておきますね　(´・ω・｀)つ【精神年齢鑑定】
2007.11.05 Mon

http://www.ryu2world.com/seiframe.html


増設メモリー

DELLのPCを解体したので、ついでに過去に煙を吹いたソーテックのPCも解体してメモリーを取
り出してみました。

当時にしては意外と大きいの積んでたようで「BUFFALO512MB」が収穫できました。
DELLの方は 256MB×2 を搭載。

早速ヤフオクにでも出してみようと思って、出品チェックをしていたら「3回まで出品無料」が
無い。

どうやら10月30日までで終了との事。
出品無料は携帯の方に引き継がれたようで、現在携帯のヤフオクにアクセスして出品すれば何回

でも無料になってます。

しかし、このW-ZERO3は携帯として認識されない、operaで設定を「モバイル認識」にしても
ダメ。

これは家族の携帯で出品か…と、思いましたが10.5円
それよりもパケ代の方がかかるでしょう、以前携帯で1つ出品しただけで数百円もパケ代がかかっ
ていたので10.5円以上になるのはガチ。
ソフトバンクめ…そういう事か、最近Mouse講も始まったみたいですし…あwawawa。
2007.11.05 Mon



画像サイト更新

画像を置いているFC2のサイトを更新しました。
【画像あります。】

それとFC2のサイト、広告表示無くなったんですね。
商業利用も可能だそうです。

サイトのTOPの表示がどこかに似ているような…。
【無料ホームページスペースFC2WEB】

2007.11.06 Tue

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://web.fc2.com/
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=CIE45+2KA7JM+348+62ENL


池袋

こちらの記事に不快感をもたれた方がいらっしゃったようなので

削除させて頂きました。

Someone discomfort felt so, This article was removed.

Parce que ce était eu du désagrément vers un article est venu, l'ai effacé.
2007.11.07 Wed



大魔王ジョロキア

コンビニに寄ったらジョロキアがあったのでSuicaで購入。

ポテトのワッカに色んなスパイスが

チリパウダー/オニオンパウダー/砂糖/ブドウ糖/ガーリックパウダー/ジョロキアペースト/チキンパ
ウダー/ホワイトペッパーパウダー/クミン/パプリカ/白菜エキスパウダー/レモングラスパウダー
白菜ってキムチ？エキスのパウダーって、味の素みたいな物？

意外なのが砂糖、甘さが入るとより辛さが引き立つという事でしょうか。

肝心な辛さは、暴君の方を食べた事が無いので比べられませんが、食べた後にうっすら汗が出て

くるぐらい。

自分がいつも食べているくらいの丁度良い辛さでした。

スープ系にハバネロ大量投入の方が辛い。

ビールに良く合う味です。

（暴君とかを食べて無かったのは、子供の頃に友達の家で『カラムーチョ』を食べたとき、辛い

と言うより苦酸っぱ不味かったので）

個人的にはレモングラスがもう少し欲しかったかも、自分で入れればいいか。

S&Bでジョロキア出るか？ハバネロあるし。

JUGEMテーマ：デスソース+香辛料
2007.11.07 Wed

http://jugem.jp/theme/c200/3327/


初音ミク　色々。

2007年11月09日の記事です。
ここの←左側にブログパーツも付けましたが、初音ミク関連のものを紹介します。

ニコ動で「初音ミク」検索

▼ニコ動

みくみくにしてあげる♪

【ニコニコ動画】【初音ミク】みくみくにしてあげる♪【してやんよ】

Ievan Polkka
【ニコニコ動画】VOCALOID2 初音ミクに「Ievan Polkka」を歌わせてみた

ごま和え

【ニコニコ動画】VOCALOID2 初音ミクに「GO MY WAY!!」を歌わせてみた

猫になって歌います。

【ニコニコ動画】【初音ミク】猫になって歌います。

萌え葬。

【ニコニコ動画】初音ミクに般若心経を唱えさせてみた

スネーク師匠とミク

【ニコニコ動画】雪、無音、窓辺にて、スネークと初音ミク。

初音ミクが本気で「奇跡の海」

【ニコニコ動画】初音ミクが本気で「奇跡の海」 を歌ってくれた(Ver.1.1-Release)

▼ブログパーツ

初音ミクブログパーツ【フルみっく伝染歌プレーヤー】

これをずっと流しっぱなしで作業してもいい感じ。

8月デビューなのにもう新曲が８７曲(以上)もある。
「子猫のパヤパヤ」がお気に入り。

【踊る初音ミク】

この画面上でミクが歌いながら踊る。

口パク口閉じ踊る等、歌に合わせて色々ポーズが変えられます。

http://www.nicovideo.jp/tag/%E5%88%9D%E9%9F%B3%E3%83%9F%E3%82%AF?sort=v
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1097445
http://www.nicovideo.jp/watch/sm982882
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1109430
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1281204
http://www.nicovideo.jp/watch/sm990152
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1004900
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1250829
http://remoto.818nc.jp/archives/blog/200709372357.php
http://mikunavi.net/


▼MP3ダウンロード

オリジナル楽曲のミクMP3が無料でダウンロードできます。
ここのランキング「初音ミク」がほとんどの上位を占めている状態(07年11月現在)
このランキングページの上にある検索で「初音ミク」を曲(アーティストでは無い)検索すると90曲
ぐらい出てきます。

ところで、もうそろそろ妹の「鏡音リン」が出るそうです。

早いよ…。
声の人は下田麻美さん。

アイマスの『とかちつくちて…』の人、元気な歌が聞けそうです。

アルバム出してたらオリコンぶっちぎりでtopだろうな〜アクエリオンがtopなんだから。
でも出ない、その辺の顛末はゲイツに聞いてみよう

【騒動まとめ】画像検索から「初音ミク」が一斉に消えた件 - について
live sarchで「初音ミク」を画像検索

ミクのオンリーイベントも11月3日に開催され、来年1月13日に２が神奈川の川崎で開催されるよ
うです。

【初音ミク中心ボーカロイドonly event「THE VOC@LOiD M@STER 2」】
今の時点でサークル参加申し込みまであと４日…。

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2007.11.09 Fri

http://www.muzie.co.jp/
http://www.muzie.co.jp/count/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000XF2LJU/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.live.com/
http://matome.info/HatsuneMikuImageSearch/
http://search.live.com/images/results.aspx?q=%E5%88%9D%E9%9F%B3%E3%83%9F%E3%82%AF&go=%E7%94%BB%E5%83%8F%E6%A4%9C%E7%B4%A2&mkt=ja-jp&scope=&FORM=LIVSOP
http://ketto.com/tvm/
http://jugem.jp/theme/c58/448/


献血のススメ。

寒くなってまいりました、本日は暑かったですけど。

明日も晴れだそうです。

寒くなってくると鼻が詰まりやすくなったり、顔だけ急に熱くなったりするので、そんな時は献

血に行くようにしています。

成分献血ですが、終わると鼻づまりが無くなる、ような気がする。

血液の状態もいいそうで、緊急の時の呼び出し要員としても登録しました。

なんでもＯ型の人はあまり献血しないんだそうな、ズボラ過ぎだから？

しかもRh＋は多いので使いやすいとか。

本日担当してくれたナースの人の刺した針はちょっといつもよりほんの少し痛かったけど、それ

をちょっと言ってたら、その後にちょくちょく来てくれたり、トレーに乗せてお茶持ってきてく

れたり。

それが可愛いかったから…まぁいいか。
DTだったら勘違いしてたぜ……。

献血終わりは少し寒いですがすぐ元に戻るし、診断結果も送られてきて体調管理も出来るし、デ

ィスカバリーチャンネル見れるし、食費も浮くし。

それに献血終わった後は健康になった、気がする。

ロッテリアのバーガーを頂きました。

2007.11.13 Tue



怖いポップアップ。

最近ジョルダンの「乗換案内」に卑猥な広告が増えたと親から言われたので、親の携帯にニワン

ゴを導入しました。

■ニワンゴ乗り換え案内■

広告はニワンゴ自体のものだけなので、奇妙なサイトに飛ばされる事もありません。

某巨大掲示板が運営元なのに健全。

巨大掲示板に関しては現在の方が安全かもしれない。

昔の方がブラクラや荒らしは多かったし、今のように「グロ注意」という親切な人もいませんで

した。

過剰に「自己責任」と言ってくるような、コミュニケーション拒否の人が多かったような…。

海外のサイトはポップアップ広告が多く、複数のウィンドウがいきなり開いたり、サイトを遮断

するような形でブラクラになってカジノサイトが出現し「esc(エスケープ)キー」を押さないと回
避出来ない仕様のものや、消し方の分からない画像が現れたり（ほぼウィルス）中にはポケモン

フラッシュのような強烈な点滅をする広告もあったりするので危険。

でもサイトの内容は普通のもの、向こうでは危険な広告が普通？

ポップアップといえば、昔見たFLASHでこんなものがありました。
【赤い部屋】※以前は普通にネットで見れたんですが、現在ではZipを持ち帰る方式になってい
ます。

ホラーFLASH、赤いポップアップが出てきます。
見る場合　　「Alt」+「F4」同時押し　　を覚えておいて下さい。
電源を急に切ったりはしないで下さい。

赤い部屋、覚えていたけど何だか懐かしいです。

ちょうど深夜に見ていたのでいい雰囲気でした、ぜひ深夜に開いてみることをお勧めします。

2007.11.14 Wed

http://niwango.jp/mobile/trans/niwango_train.php
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/4358/red_room1.html


100円均一の棚

耐貨重量が１ｋｇなので、3.2kgのネコを乗せてみたらちょっとたゆんでいました。
ポケモン図鑑完成ガイド２冊（厚）とDSとリモコンとミニラジオとペットボトルと大魔王ジョロ
キア２袋ぶら下げて置いたらゆがみませんでした。

この写真を撮った後にすぐ降りたのでブレていますが、左に一緒に買ったライトも写ってます。

このライト、デザインも明かりの色も良かったのですが、１時間ぐらいしか明かりがもたない。

解体してみるとやっぱり豆電球だったので、今度秋葉原に行った時にでもLED（発光ダイオード
）買ってきてハンダ付けしてつなげてみます。

豆電球と同色にするには、オレンジと白を二つ繋げたくらいでいいのかな？

LED繋げる時は極性無し抵抗を＋に付けるのを忘れずに。
▼LEDに関して詳しくはこちら
【LED工作が始めての方へ】

JUGEMテーマ：100円均一
2007.11.15 Thu

http://www.audio-q.com/siryou.htm
http://jugem.jp/theme/c260/1512/


ミスドのドーナツ。

やっぱりミスドのドーナツがいいですね。

コーヒーお代わり自由だし。

手首は大した事はありません、慢性的な物です。

長時間描いていた時に手首が動かなくなって、手首を自分で無理矢理外して作業を続けていた

ので、それがクセになり何度も外すうちに手首に水が溜まりやすくなったという事だそうです。

グラップラー並に頑張っていた。

「膝に水が溜まる」とよく言いますが、手首にも水が溜まるようで、しかし膝よりは量が少ない

ので抜いたりはしないんだそうな、今回は湿布と固定木。

動かしにくかったら、明日また来て下さいと言われました。

右足首も長い間痛かったので見てもらうと、捻挫の坐そう（？）がありました。

どうやら昔にひねっていたようです、気づかなかったけど、そういえばそんな事もあったよ

うな…。
そんなに死ぬほど痛いというワケでは無かったのですが、向かってくる人波を避けて捻ってベン

チに座ってしばらく動けなかったという事が、何度も…。

人混みが歩けません、前の人の行動が分からないので…。
サラリーマンさんの鞄に服が引っかかって迷惑をかけてしまった事もあるし、混雑時なのにその

人は笑顔で「大丈夫ですよ〜」と言ってくれました、大人だ…。
本当にありがとうございました(´；ω；`)ブワッ

ちなみに過去にベッカムと同じ所も負傷、膝のさら部分、多分右。



ちなみに過去にベッカムと同じ所も負傷、膝のさら部分、多分右。

すべる床で滑って膝から着地して、半年は痣が消えませんでした、病院に行く程でも無いのかと

放置してたら骨の形が左右微妙に違う。

まだ何となくじんわり痛い、でも膝が着けない程では無いので居酒屋バイトも可。

こんな事もあったけど、私は多分元気です、だと思います。

(´・ω・｀)
悪い出来事は人に言った方がいいって、ばっちゃが言ってた。

2007.11.16 Fri



ポケモンWi-Fi交換

400匹程度を捕獲した所でポケモンを放置していたら、なんといつのまにか世界とトレード出来る
ようになっていました。

なのでさっそくトレードしてみる事に。

アフガニスタンの人と　ミカルゲ⇔ドンカラスLv30↑
インドのパンジャブ地方の人と　ジーランス⇔ドンカラス

何だろう、イスラム圏でドンカラス人気…。
インドの方に「アケミ」という名前のドンカラス♀にハートのウロコを付けて送ってあげました

。

それとフランスのロワール地方の人と　ミツハニー♀⇔リングマ

クマプートレード(*´Д｀*)
アメリカのデトロイト　エレキッド⇔バルキー

デトロイトメタル…( ;｀・ω・)

意外と中国や韓国などは見ませんでした、中国だったらいっぱいいそうなのに、ポケモン自体が

出てないのか？

現在435匹、チコリータとかヒノアラシとかワニノコ系がいないので誰か交換してくれる人募集中
。

JUGEMテーマ：ニンテンドーDS全般
2007.11.18 Sun

http://jugem.jp/theme/c108/974/


描いてますよ。

寒いので布団の上で。

いつもこのくらいの時間になるとツンツンしていた猫がデレってくるので、パソコンの場合も膝

の上に猫を乗せながらの作業になります。

現在3.2kg…。
JUGEMテーマ：ラクガキ

2007.11.19 Mon

http://jugem.jp/theme/c88/1348/


初音ミクと鏡音リン

スキャナーの調子が悪くて、まだ線画のみです、すみません。

でも描きたかったから……本当にみっくみくにされたカンジです。

JUGEMテーマ：初音ミク

■トラックバック■

2007/11/25
焼です。先週から初音ミクファンの間で話題となっている「ねんどろいど 初音ミク」【AA】が11
月24〜25日に幕張メッセで開催中の電撃15年祭のグッドスマイルカンパニーブースにて展示され
ている様子。

ブログ名 えぬぱすどっとねっと 
URL http://npass.net/archives/2007/11/post_826.php

2007/11/27
焼です。初音ミクのマンガ「初音みっくす」の連載が始まった月刊コミックRUSH１月号が11
月26日に発売となっています。

ブログ名 えぬぱすどっとねっと 
URL http://npass.net/archives/2007/11/rush.php
2007.11.19 Mon

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/mikuxrin0.html
http://jugem.jp/theme/c73/1866/
http://npass.net/archives/2007/11/post_826.php
http://npass.net/archives/2007/11/rush.php


みくみくにしてあげる♪カラオケに。

初音ミクの代表曲「みくみくにしてあげる♪」がカラオケで歌えるようになるそうです。

【みくみくにしてあげる:カラオケ｜JOYSOUND.com 】
配信予定は１２月８日のようですが、どんな人が歌うんでしょう？

カラオケあんまり行かない…。

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2007.11.20 Tue

http://joysound.com/ex/search/karaoke/_selSongNo_168322_song.htm
http://jugem.jp/theme/c58/448/


初音ミクのMP3

ニコニコ動画にアップされた音をダウンロードする場合はこちら「にこさうんど(-α」へどうぞ。
[初音ミク 曲名　MP3 ダウンロード]で検索されて来ている方が多いみたいなので。
にこさうんどの「プレーヤーで再生」をクリックするとMP3をダウンロード出来ます。

【ニコニコ動画】【初音ミク】みくみくにしてあげる♪【してやんよ】

[MP3はこちら]　プレーヤーで再生（1.13 MB）をクリック

【ニコニコ動画】初音ミクオリジナル曲 「ハジメテノオト（Fullバージョン）」
[MP3はこちら]　プレーヤーで再生（3.59 MB）をクリック

【ニコニコ動画】初音ミクが本気で「奇跡の海」 を歌ってくれた(Ver.1.1-Release)
[MP3はこちら]　プレーヤーで再生（2.86 MB）をクリック

【ニコニコ動画】【初音ミク】猫になって歌います。

[MP3はこちら]　プレーヤーで再生（2.07 MB）をクリック

【ニコニコ動画】初音ミクがスネーク師匠の元で「雪、無音、窓辺にて。」修行中・・・

[MP3はこちら]　プレーヤーで再生（1.32 MB）をクリック

【ニコニコ動画】[音量修正][初音ミク]子猫のパヤパヤ[挿絵つき]
[MP3はこちら]　プレーヤーで再生（2.50 MB）をクリック

NEW 初音ミク曲のユーロビートアレンジアレンジ
【ニコニコ動画】SUPER HATSUNE BEAT vol.1【初音ミク】
[MP3はこちら]　プレーヤーで再生（6.58 MB）をクリック

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2007.11.20 Tue

http://nicosound.dip.jp/
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1097445
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1097445
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1274898
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1274898
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1250829
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1250829
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1281204
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1281204
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1483301
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1483301
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1392577
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1392577
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1563848
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1563848
http://jugem.jp/theme/c58/448/


バッグの補修って…。

普通どのメーカーでも補修してくれるものだと思って、以前買った「CECIL McBEE」のバッグ
を持っていったら遠回しに『ウチでは補修出来ない』と言われた。

1年前に買ったものなので出来ないかと思ってたので、アパレル勤めの妹に聞いたら「ウチだった
ら数年前のでも普通にやってるけど」と言われたので持っていったのですが…。
CECILは「購入した時のレシートを持ってきて下さい」と「メーカーに問い合わせないとそのモ
デルが補修出来るかどうか分からない、補修費用もどのくらいになるか分からない」との事。

何もかも分からないとか…役に立たないなぁ、店員。
アパレルでweb関連で写真屋な妹でも、商品見てモデルすぐに調べて補修とか簡単に出来る。
と言っていたのに、しかもCECILより商品点数遙かに多いのに。

バッグを購入する時は補修出来るかどうか購入時に確認しておいた方がいいのかも。

というか、どんなモデルであっても補修してくれるのが普通だから聞かない。

やっぱりただのギャルメーカーだったのか…。

多分１年前のレシートぐらいなら保管しているので持っていったらどんな対応するんだろう。

補修に万かかるんだったら新しいの買わないと…。
2007.11.26 Mon



注※この記事にはマイスリーが入っていま9!#

年末恒例の秋葉原電気街祭り(ノ゜∀゜)ノですよ。
太っ腹の秋葉振興会、200円当たって2枚アッチーナのクリアファイルが貰えるそうです。
ソフマップ本店では土日に抽選会もあるそうです。

という事で、ソフマップ中古でvistaの入ったデスクトップPCを購入させて頂きました。
以前のモデルが、ソニーの『PCV-J21』という多分７〜８年前に購入したモデル。
公式にももう紹介されていないようなタイプで、リカバリしても『ファイルが無いとか言ってて

、もう無理』という感じで止まってしまいました。

今回のは待望のイイヤマさんの液晶（15inch）に、メーカーは分からないけど相当小さい箱
にvista home edition.が入って、メモリ増設して1.5GB
画面15inchでも枠が黒だから大きめにも見えるし、小さいから場所も取らないし、という事でい
いかな、と。

液晶滲みも無く、9800円だったし。
そのコンパクトぶりを後日写真でアップしたいと思います。

その時に隣に座ってくれるのが●子（ウチの子猫3.2kg）では無く平助（大猫6.5kg）だったらい
いなぁ。

vistaだと動作が遅いので、XPかLinuxを入れる予定。
ノートン先生はまだ２人ぐらいは余裕があるのだそうで、今回は装備する事にします。

今までウィルス対策をやらずに動かせていたのが奇跡。

その後、ソフマップ買い取りに行ったら1150ルピーが溜まってた、こっちの方先に来れば良かっ
たかも…orz

JUGEMテーマ：コンピュータ
2007.11.27 Tue

http://jugem.jp/theme/c247/13/


TRIGUNオンリーイベント

久しぶりに「TRIGUN」の話題です。
13巻も11月9日に発売され

リヴィオが表紙です。

アニメの方も進行しつつあるトライガン。

2月のオンリーイベントに参加します。

サークル名は多分「tilt」毎度の事ながらここから
【あれもラブ。これもラブ。】　ｍｏｔｏ げ ん き か ？

JUGEMテーマ：漫画/アニメ
2007.11.28 Wed

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4785928840/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://roo.to/showtime
http://www.annie.ne.jp/~moto/moon/
http://jugem.jp/theme/c189/26/


メニエール病？再発

朝起きると何だか覚えのあるようなグラグラ感が。

めまいの発作が起こって、立っていられない状況に。

手元に幸い携帯があったので検索してみると、メニエール病の発作は朝になりやすいとか、色々

。

詳しい事はこちらに

【メルクマニュアルで「メニエール病」検索】

【メニエール病のQ&A検索結果｜AskDoctors(アスクドクターズ)】
↑こちらは質問と回答の全文を読むには会員登録が必要なようです（メルクは必要なし）

トイレに行ったり、運動して汗をかいたり、とにかく水を出すといいらしい。

リンパ水腫だし。

でも安静にしていた方がいい、という意見と運動して汗を出す、というのは同時に実行できなさ

そうです。

なので、湯たんぽとホッカイロと猫を抱えて寝ました。

久しぶりに長時間寝てました。

途中猫が寝言で「ウフ〜ン」とか「アハ〜ン」とかバイクのエンジン音みたいな唸り声を出され

て起こされてしまいましたが、汗は出ましたし症状は収まったような気がする。

JUGEMテーマ：人体の不思議
2007.11.29 Thu

http://merckmanual.banyu.co.jp/cgi-bin/disphtml.cgi?c=%A5%E1%A5%CB%A5%A8%A1%BC%A5%EB%C9%C2&url=07/s085.html#x02
http://www.askdoctors.jp/public/searchMessage.do?q=%A5%E1%A5%CB%A5%A8%A1%BC%A5%EB%C9%C2&cc=1196332596443656
http://jugem.jp/theme/c215/1036/


インフルエンザ？

腹痛とか、上からも戻してしまいました。

トマトも食べてないのに赤かった。

これはインフルエンザかな、と思い検索してみると

「特に小児では、腹痛、はきけ、嘔吐、下痢などの消化器症状がでることもあります」

小児の症状が出てるんですけど…　(´・ω・｀)
【今年のインフルエンザ】

何か前の書き込みといい、体調不良の事ばかりですみません。

ヤバい、１日寝れば何とか動くようになるかなぁ…今は休めないし。
JUGEMテーマ：健康
2007.12.07 Fri

http://www.netwave.or.jp/~wbox/innfurue.html
http://jugem.jp/theme/c211/28/


やっぱりインフルエンザ。

昨日（今だと一昨日）病院へ行ってきたらインフルエンザと診断されました。

病院が混んでたので、こんなに風邪の人が多いならしばらく待つだろうな〜と思って椅子に座っ

ていて、辛いから半分寝てたのですが、すぐ呼ばれてベッドに寝かされました。

病院に来てる他の人達は…。
前に食中毒で行った時も同じ様な事がありましたが。

最初はA-（インフルエンザ陰性）で風邪と言われたので普通の風邪だったのかとホッとしてい
たら、帰り際に看護婦さんに捕まって診察室に戻されて、待っていたら＋（陽性）反応という事

で「ガチフロ錠100mg」という感染症用の薬を追加されました。

何か体力は通常の半分、というか通常も７割ぐらいしか出てないような…。
初日に頑張って熱を出したおかげで、今は頭痛とフラフラするくらいでおさまってます。

猫を撫でるとＨＰが少しづづ回復しているような気もする。

いつも辛くなると猫を触ってホイミかケアルをかけてもらってます、顔を埋めるとベホイミかケ

アルガ。

朝に突然「のしかかる」と「なきごえ」で攻撃してきますが…。

追記：この記事も送ろうとしたら何回もフリーズしてました、携帯もインフルエンザに…。
同じ携帯から編集画面に直接アクセスして投稿してます（Windows mobileなので）これがちゃん
と投稿されていればいいのですが。

JUGEMテーマ：健康
2007.12.10 Mon

http://jugem.jp/theme/c211/28/


鏡音リン　レン

VOCALOID2を画像検索といえばLive Search
という事で画像検索をしていたら、こんな画像に遭遇。

弟の方は公式ジャケット絵から見た所、ロンゲかと思っていたのに意外な短髪でした。

あの後ろのチョンマゲみたいなのは何なんだ…。

この名前から、多分フィンガー５系は来るんじゃないかなーと思っていたら男の子いるし、で、

誰かがやってくれる予感。

演歌も得意という事で、あの熊とも掛け合いをやってくれるんじゃないかと予想。

というか誰か作ってくだしあ。

あの熊→くまうた

↓ちゃんとした公式見解はこちらで↓

【クリプトン|VOCALOID2特集】

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2007.12.10 Mon

http://search.live.com/images/results.aspx?q=%E9%8F%A1%E9%9F%B3%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%80%80%E3%83%AC%E3%83%B3&go=%E7%94%BB%E5%83%8F%E6%A4%9C%E7%B4%A2&mkt=ja-jp&scope=&FORM=LIVSOP
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000D0Y6J/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.crypton.co.jp/mp/pages/prod/vocaloid/cv02.jsp
http://jugem.jp/theme/c58/448/


あの熊

前記事でも紹介した『くまうた』

くまうた

演歌専門の白熊カオス師匠。

まずは。

【ニコニコ動画】くまうた(31) 『我は萌えに屈せず』 唄：白熊カオス

【ニコニコ動画】初音ミクも歌う、くまうた『希少価値』

【ニコニコ動画】くまうた(104) 『ボーカロイド＠応援歌』 唄：白熊カオス

関係ないけど、こっちもいける師匠。

【ニコニコ動画】くまうた(89) 『即売会に行こう！』 唄：白熊カオス

そして、早い。

【ニコニコ動画】くまうた(109) 『風と木の母さん』 唄：白熊カオス

オマケ：ミクも熊みたいに歌える。

【ニコニコ動画】みくまうた(1) 『上位互換』 唄：熊音ミクス

こちらスネーク…。
【ニコニコ動画】くまうた(98) 『蛇の人』 唄：白熊カオス

基本的にダジャレで落ちるのが白熊カオス師匠。

そしてまとめ。

【ニコニコ動画】くまうた(100) 『生きる』 唄：白熊カオス

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2007.12.10 Mon

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000D0Y6J/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.nicovideo.jp/watch/sm985395
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1085162
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1595132
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1431809
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1686692
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1290020
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1507701
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1524698
http://jugem.jp/theme/c58/448/


JA○

○ALのマイレージバンクで「東京・名古屋・大阪・福岡発JALグループ全路線、および沖縄
発JTA/RAC離島便 」を通常15000(往復)マイルの所、12000(往復)という特典があるからって、空
席参照していたら、いつの間にか予約した事になってた。

しかも取り消しをしようとすると3000マイル分を手数料として引かれる事に。
これは3往復分＋ぐらいの損害。
結局15000マイル。
今度使う分に今回の損害も足すと18000マイル…。

今まで架空請求にも引っかかった事が無かったのに…さすが大手。
やり方が巧妙でした（´・ω・`）

JUGEMテーマ：旅行
2007.12.10 Mon

http://jugem.jp/theme/c147/20/


白猫駅

PS3内で放送されている「トロ・ステーション」に初音ミクが登場していたんだそうな。
【ニコニコ動画】【まいにちいっしょ】トロ・ステーション(2007.11.16) 「初音ミク紹介」
1日1回配信で2週間は配信継続。
という事で今はこの放送、もう配信されてません。(トロ・ステーションは継続中)
ニコ動かyoutubeで見るしか無いようです。

その様子をカオス師匠も語っています。

【ニコニコ動画】くまうた(102) 『白猫駅』 唄：白熊カオス

しまったオチが…。

というか…ＰＳ３という高級品はウチにはありません。
ちなみに今回安くなった方のPS3では白熊カオス師匠(PS2ソフト)がプレイ出来ません。
そういう仕様です。

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2007.12.11 Tue

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1542420
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1549468
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000JJBO2K/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000WZ3NY8/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/theme/c58/448/


JDオンリーイベント

なんという事でしょう……。

「TRIGUN」イベントと同じ日に浅草橋で*JDのイベントがあるんだそうな……。
top画像はSecret Windowのレイニーっぽい。

行ってみたい…洋画オンリーとか。

JUGEMテーマ：映画
2007.12.15 Sat

http://asuta.noor.jp/only/
http://roo.to/showtime
http://jugem.jp/theme/c169/24/


ヘタリア。

イギリスのユニオンジャック問題よりも大変な事が。

ヘタリア…何の事かと検索してみたら『ヘタレなイタリア人』の事らしい、納得。

そこでこんな漫画を発見。

ヘタリア　*心のそこからヘタレイアリアをマンセーする*

国家まで萌えにする日本文化万歳。

日本かわいいよ日本（*´Д｀*）
かぼちゃパンツが可愛いよイタリア。

意外と韓国と日本の絡みに期待なのですが…。

中国が可愛い過ぎる件について。これも
あいやー大変アルヨー。

韓国は(日本に対して)ツンデレ。

ちなみに最初の方に置いたイベントの英国×日本は　こちら
これで関係が分かるかと。

過去には「あふがにすタン」というのもありましたね。

JUGEMテーマ：おすすめの漫画
JUGEMテーマ：ヘタリア

2007.12.15 Sat

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/02/news002.html
http://liddell.oops.jp/island/
http://www.geocities.jp/himaruya/hetaria/index.htm
http://www.geocities.jp/himaruya/rkgk2.htm
http://www.geocities.jp/himaruya/xma.htm
http://www.geocities.jp/himaruya/k_r.htm
http://www.geocities.jp/himaruya/t_n.htm
http://www.geocities.jp/himaruya/chkty.htm
http://www.geocities.jp/himaruya/kra.htm
http://www.geocities.jp/himaruya/n_t.htm
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4861990092/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/theme/c189/927/
http://jugem.jp/theme/c189/5367/


ヤフオク

ヤフオクで同じ物(ゲーム機)を複数落札したのですが、色々な対応がありました。
まず最初にソフト付きのものを落札したのですが、九州地方の人で

『送料は千円以上かかる、それ以外で送るのならば壊れても文句は言わない事、梱包代100円を負
担せよ』

(落札したのは耐久性では定評のあるnintend○製品、他で落札した所全てで定形外で送ってもらい
ましたが、箱なし薄パッキンでもちゃんと電源入りました)
と言ってきたので、定形外でお願いします100円負担しますと言い振り込んだのですが、未だに届
いてません…。

色々あるのだなぁ…と思いながら一番最後に落札したのが付属品とイヤホン付きのものだったの
ですが、送料を含めた価格に数十円の端数が出てしまい「かんたん決済(クレジット払い)」だと手
数料が90円高くなってしまうという事で「3千円でいいですよ、いつも端数は含めてませんので」
と太っ腹な対応。

お礼を言って午前中に振り込みを済ませると、その日の午後に商品が届きました。

出品者様がその日に出張があったそうで、先に発送していたんだそうな…。
信頼して貰ったのか、それとも手っ取り早く済ませたのかは分かりませんが

この出品者様には「非常に良い」以上の評価を送りたかったです。

価格における送料その他手数料のパーセンテージは

26.5%　〜　15.1%　　だいたい落札価格の２割くらいになるような感じでした。
イーバンク銀行があるのでそれだともうちょっと安くなる。

JUGEMテーマ：Yahoo!
2007.12.20 Thu

http://jugem.jp/theme/c91/515/


筆圧強すぎ。

筆圧とかがどうも強いようで、最近手首を傷めてる影響か中指まで痛くなってきて、テーピング

しながら描いていたら指周辺がこんな事に。

赤いのはペンタブに巻きつけているクッションが削れて付いているだけです。

しかもペンタブの先をよく見てみると。

削れてる…。

どのくらい使っているのかは覚えて無いですが、多分４年くらい。

結構その辺はブランクあるので、実質半分以下くらい。

ペン先が削れてもまだ描けます。

しかしながら鉛筆を持つ時はそんなに筆圧高く無いです、指先で持つ事もあるし。

鉛筆の場合は直接紙に黒が乗るので、調整しながら描けますが、デジタルだと線がどうなるか分

からないし、なので強く押し付けて描いてしまうのかも。

鉛筆だとそんなに筆圧高く無い筈なのに、でもどういうワケか中学の時に使っていたシャープペ

ンシルがひん曲がってました。

今は爪も変形して、ペンがおさまる所だけ凹んでます。



JUGEMテーマ：グラフィック
2007.12.20 Thu

http://jugem.jp/theme/c276/429/


ヤフオクで「DS本体のみ」を発見するまでには長い道のりが…。

ヤフオクのTOPからでも「おもちゃ、ゲーム > ゲーム > テレビゲーム > 任天堂 > ニンテンドーDS
> 本体 >」で検索できるのですが、安い価格で検索すると本体とは関係無い付属品の方が多かった
りします。

試しにDS本体のみがなるだけ出てくるようにマイナス検索してみました。
結果は以下の通り。

【Yahoo!オークション】DS -マニュアル -ウィルス -サポート -修理 -難 -液晶 -マジコン -エミュ -
R4 -Me -保護 -スキン -キティ -マイメロ -ケース -シート -カバー -USB -タッチペン -ストラップ -箱
-バッテリ -アダプタ -充電 -ポーチ -パーツ -割 -部品 による検索結果
これだけ減らしていって、やっと本体のみ(多少違うものもありますが)が表示されるようになりま
した。

だいたい価格帯は1円〜5000円(この辺は中古)〜15000円(1万円を超えると新品が多い)ぐらい。
落札価格は10000円〜15000円の間で15000円を超えて最初から出品しているものは最初から入札
されないような感じ。

「DS」のみの検索で約2400点、上記のようにマイナス検索をしていくと大体1300点ぐらいに減ら
す事が出来ます。(07年12月22日現在)
本体以外のものが1100点もあるなら「ニンテンドーDS>付属品」のカテゴリーが出来てもいいと
思う。

追記：すみません「ニンテンドーDS > アクセサリ、周辺機器」カテゴリありました。
が、今現在7300点。
という事は本体1300点の付属品8400点が出品されている事になります。
ちなみに「Xbox本体」170点　Xbox360は130点。
「PS3(3限定)本体」も130点でした。
リンクをクリックしてもらうと分かりますが、こっちも本体と関係ない出品が多いです。

http://search4.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=DS+-%A5%DE%A5%CB%A5%E5%A5%A2%A5%EB+-%A5%A6%A5%A3%A5%EB%A5%B9+-%A5%B5%A5%DD%A1%BC%A5%C8+-%BD%A4%CD%FD+-%C6%F1+-%B1%D5%BE%BD+-%A5%DE%A5%B8%A5%B3%A5%F3+-%A5%A8%A5%DF%A5%E5+-R4+-Me+-%CA%DD%B8%EE+-%A5%B9%A5%AD%A5%F3+-%A5%AD%A5%C6%A5%A3+-%A5%DE%A5%A4%A5%E1%A5%ED+-%A5%B1%A1%BC%A5%B9+-%A5%B7%A1%BC%A5%C8+-%A5%AB%A5%D0%A1%BC+-USB+-%A5%BF%A5%C3%A5%C1%A5%DA%A5%F3+-%A5%B9%A5%C8%A5%E9%A5%C3%A5%D7+-%C8%A2+-%A5%D0%A5%C3%A5%C6%A5%EA+-%A5%A2%A5%C0%A5%D7%A5%BF+-%BD%BC%C5%C5+-%A5%DD%A1%BC%A5%C1+-%A5%D1%A1%BC%A5%C4+-%B3%E4+-%C9%F4%C9%CA&auccat=2084056540
http://list4.auctions.yahoo.co.jp/jp/2084056542-category-leaf.html
http://search4.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=box+-%A5%B1%A1%BC%A5%D6%A5%EB+-%CD%D1+-%A4%CE%A4%DF+-%B4%B9+-%B2%FE%C2%A4&auccat=2084047853
http://search4.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=360+-%A5%B1%A1%BC%A5%D6%A5%EB+-%CD%D1+-%B4%B9+-%B2%FE%C2%A4+-%A4%CE%A4%DF&auccat=2084047853
http://search4.auctions.yahoo.co.jp/jp/search/auc?p=PS3+-PSP+-%BC%FD%C6%FE+-%C2%E5%B9%D4+-%A5%AB%A5%BF%A5%ED%A5%B0+-%A5%DE%A5%CB%A5%E5%A5%A2%A5%EB+-%A5%EC%A5%F3%A5%BF%A5%EB+-%A5%AB%A1%BC%A5%C9+-%C0%F2+-%A5%B1%A1%BC%A5%D6%A5%EB+-%A5%A2%A5%C0%A5%D7%A5%BF+-%A5%B9%A5%C8%A5%E9%A5%C3%A5%D7+-DS+-%A5%AF%A5%EA%A1%BC%A5%CA%A1%BC+-%CE%E4+-%C7%AE+-%A5%B3%A5%F3%A5%C8%A5%ED%A1%BC%A5%E9+-%CA%DD%B8%EE+-%A5%B1%A1%BC%A5%B9+-%A5%DD%A5%B9%A5%BF+-%A5%AC%A5%F3%A5%C0%A5%E0&auccat=2084216437


JUGEMテーマ：Yahoo!
2007.12.22 Sat

http://jugem.jp/theme/c91/515/


デスクトップでボーカロイドが歌ってくれる。

こんなものを見つけました(発見するのがかなり遅いですが…)
「伺か」というデスクトップ素材があるのですが、それのボーカロイド版です。

歌を歌ってくれます。

【- FLELE 初音ミクパック -】
使い方はサイトの方に詳しく書いてあります。

キャラにmp3ファイルを直接ドロップするだけで曲を覚えてくれる機能が好きです。

同梱でねぎミクバージョン。

▼KAITO兄さんバージョンもあります。

http://navy.nm.land.to/ukgk/flele/beginner.html


【 兄さんシェル置き場 】
というかKAITO兄さんでも妹の歌を歌ったりします、上の画像のミクもですが。
ただ単に登録してあるmp3を再生するだけなので。
ALI projectの「ピアニィ・ピンク」も入れていたりするので、たまに兄さんが可愛い声になったり
します。

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2007.12.22 Sat

http://alioth.blog.shinobi.jp/Date/20071125/
http://nicosound.dip.jp/sound/sm526154
http://jugem.jp/theme/c58/448/


現在の報告

個人的な報告です。

> アンシャントマン　松山さん
現在仕上げている最中です。

もう少々お待ち下さい、すみません。

新年会は大阪の方という事で、今回は参加出来ないカンジです。

分かってるとは思いますが。

> 友妃穂(佩菻)姉さん
お電話ありがとうございました。

メールでは何だか言葉足らずですみませんでした。

冬に来られるようでしたら、お渡ししたいものもあります。

来られないようでしたら、それは松山さんの方に送っておきます。

> 戌太郎
ニコIDはいつでも使っていいよ。
それと年始は行けないっぽい、やっぱり３元日はきつい。

-----------------------------------------
そういえば、今日はターキーのデストロイ祭りでした。

NHK総合でやっていた、聖ニコラスの顔を骨格を元に復元するというやつで、最後に出てきた聖
ニコラスの顔が「河原さぶ」に似ていて驚きました。

トルコ人だったそうです。

喧嘩っ早かったらしく、鼻が折れて曲がっていたそうです。

期待通りの聖人でした。

親からマイクロフリースの毛布と綿のパジャマを貰いました。

2007.12.25 Tue



猫が来て１年。

猫がウチに来て25日で１年になります。
このブログ　１件目の記事【ねこがきた】

後日談ですが、父親は未だにそこに居るようで、どっしりとそこに構えています、かなり(横に)大
きめです。

母親はどこかに旅に出たようです。

弟は見えないのでどこかに行ったかと思ったら、たまに出てくる。

他の兄弟は全員引き取られて行ったようです。

マルコ(まる子？●子？)という名前の由来は背中にある模様です。

背中の肩の所にある模様が◎だったから”マルコ”
「みおん…みおん」と鳴くので”みおん”ちゃんというのもありましたが却下。
それと母親が「ちびまるこちゃん」が好きなので、という理由もあります。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=1


神話に出てくる”聖マルコ”というライオンの姿をした神様とか。
女の子なのにイタリア人男性の名前とか。

母親と離されたので「母をたずねて三千里」のマルコとか。

色々あって「マルコ」になりました。

JUGEMテーマ：キジトラの猫　猫色々　ペット
2007.12.25 Tue

http://jugem.jp/theme/c154/2455/
http://jugem.jp/theme/c154/1261/
http://jugem.jp/theme/c93/21/


年末

猫を膝に乗せながらカレーうどんを食べていたら、猫がカレー臭くなってしまいました。

ある番組を見ていたら、しょこたんが「お兄ちゃん」と言っていましたが、しょこたんには「

兄貴」と言っていて貰いたかったです。

年末の紅白にサプライズがあると言っていましたが、芸能ネタでは特に驚きも無いので、ここ

は「初音ミク」じゃないかと思っているのですが。

NHKは電●などは関係ない局の筈なので。

でも年末年始はほとんどテレビ東京を見ていると思います。

JUGEMテーマ：日記・一般
2007.12.28 Fri

http://jugem.jp/theme/c1/1/


ツンデレカルタとか。

金曜深夜の劇場版鋼の錬金術師は何で今頃放送したんだろう。

やっぱり小栗旬合わせで放送？…と思ったのですが。

【ツンデレかるた】

読み手に声優の釘宮理恵さん(鋼練のアル役)ツンデレ的に読んでくれるそうです。
コミックマーケット73の企業ブースにて販売。
描き手さんが結構大人数関わってますね。

鋼の方は、あのアル君は声変わりしたらあんな声になるのかと少しがっかり。

アル君の声が聞きたくて鋼の錬金術師見てました。

今はシャナ。

鋼の件はVOCALOIDの鏡音レンが声が似てるとか、ｵｸﾞﾘｯｼｭのドラマ合わせだとか、コミケだから
と空気を読まないT●Sが適当に流した等、色々ありますが真意は不明。

↓そこのカルタの会社の製品情報を見ていてかなり気になったものを紹介。

【若本規夫の百人一首】

あの声で百人一首って、細川大佐以来のダンディズム。

【〜DEARS朗読物語〜Vol.2　グリムの童話】
小山力也：「赤ずきんちゃん」「かえるの王さま」

ジャックが赤ずきんちゃんを朗読しています。

JUGEMテーマ：声優全般
2007.12.30 Sun

http://www.dears.co.jp/news/archives/35.html
http://www.dears.co.jp/news/archives/21.html
http://www.dears.co.jp/news/archives/18.html
http://jugem.jp/theme/c197/1158/


今年のコミックマーケット

今年のコミックマーケットのジャンル配置がおかしいような気がする…。
【Ｃ７３ジャンルコード一覧】

男性向けと鉄道・メカミリタリーの日程を分けてしまっては、意味が無いと思うのですが。

歴史と評論と特撮SFを分けるのもダメなような気がします。
鉄道が東館？

３日目ジャンルが分割されて１日目に移動。

涼宮ハルヒ組と腐を一緒の日にするのは違うと思う。

歴史が２日目に移動されたという事はもはや歴史は腐認定？実際多いのですが、という事はヘタ

リアは歴史ジャンル？

ガンダムが腐から分離。

鋼の錬金術師が西館に隔離。

学生も西に隔離、同窓会スペースなのでこれで良かったのですが。

いつも１・２日目はチェックしないので、寝過ごしてしまって今回は行けませんでした。

鉄道・旅行・メカミリ　１日目は違う…。
映画(洋画)と鉄を一緒にしてくれたのはいいのですが。
やっぱり米やんがいなくなったから…。

JUGEMテーマ：同人活動
2007.12.30 Sun

http://www.comiket.co.jp/info-c/C73/C73genre.html
http://jugem.jp/theme/c229/1105/


鏡音リンレン＠ボーカロイド

　

未だにラフですみません。

後日完成版をアップします。

27日にようやく「VOCALOID2 キャラクターボーカルシリーズ02 鏡音リン・レン KAGAMINE
RIN/LEN」が発売になりました。

▼鏡音リン　まだ未調節。

【ニコニコ動画】【鏡音リン】リンリンリンってしてくりん【オリジナルソング】

プレーヤーで再生（0.86 MB）

一晩で仕上げたとか。

【ニコニコ動画】【鏡音リン】ドント☆クライ【オリジナルソング】

プレーヤーで再生（1.22 MB）

期待の演歌。

【ニコニコ動画】【鏡音リン】　北国の春

プレーヤーで再生（5.34 MB）

▼鏡音レン　朴ろみっぽい。

【ニコニコ動画】【鏡音レン】鏡音レンに鳥の詩を歌ってもらった【ショタロイド】

プレーヤーで再生（3.82 MB）

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/rin-ren0.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0010D4RJ6/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1880255
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1880255
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1896361
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1896361
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1899405
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1899405
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1880080
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1880080


発売前に投稿されています、下田さんの声のピッチを変えただけですが製品版のレンとあまり変

わらないような感じ。

ゴマ和えもあるよ。

【ニコニコ動画】【ピッチ変え】鏡音レンが『とかち』を歌ってくれたみたいです

プレーヤーで再生（1.73 MB）

音痴レン

【ニコニコ動画】【鏡音レン】どんなときも。を歌わせてみた。【槇原敬之】

プレーヤーで再生（1.45 MB）

▼リンとレン

「Ievan Polkka」 ミクより上手い。
【ニコニコ動画】VOCALOID2 鏡音リン・レンに「Ievan Polkka」を歌わせてみた(仮ver.)
プレーヤーで再生（2.24 MB）

「God Rest Ye Merry Gentlemen」
【ニコニコ動画】【鏡音リン・鏡音レン】God Rest Ye Merry Gentlemen（英語だって歌えるよ！
）

プレーヤーで再生（2.26 MB）

ハモり部分が綺麗にシンクロしてる。

【ニコニコ動画】【鏡音リン．レン】二人でshangri-laを歌ってみました
プレーヤーで再生（5.36 MB）

▼レンと兄さん

【ニコニコ動画】【鏡音レン】L-Side男組【+KAITO】
プレーヤーで再生（1.30 MB）

▼「メルト」比較

リン

【ニコニコ動画】鏡音リンに「メルト」をうたってもらった

プレーヤーで再生（1.97 MB）

レン

【ニコニコ動画】【鏡音レン】 メルト 男の子歌詞版 【が歌ってみた】
プレーヤーで再生（3.43 MB）

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1806160
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1806160
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1880583
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1880583
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1893548
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1893548
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1879814
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1879814
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1888137
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1888137
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1854679
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1854679
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1887427
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1887427
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1889965
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1889965


他にも色々とありますが、後々。

まだ生後数日なので未調教のようで。

本日　07年12月30日【VOC@LOID NIGHT vol.2】が六本木のクラブで開催されているようです。

参加には事前申し込みが必要なイベントです。

主催の人は左にある「フルみっく伝染歌プレーヤー」の製作者さんです。

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2007.12.30 Sun

http://remoto.818nc.jp/vocaloidnight.php
http://jugem.jp/theme/c58/448/


奥付

「主に連絡用。(仮)」ブログ2007年まで

http://p.booklog.jp/book/56396

著者 : 内藤侑子
著者プロフィール：http://p.booklog.jp/users/knight-ykk/profile
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