


あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます、正月までにはアップしようと思ったのですが、まだこんな状

況です。

他のものも早く仕上げられればいのですが。

▼なんだか知らない間に鏡音妹弟がロードローラーになっていました。

【ニコニコ動画】【鏡音リン】　俺のロードローラーだッ！PV　【鏡音レン】
プレーヤーで再生（2.77 MB）

【ニコニコ動画】【鏡音リン】ぶっちぎりにしてあげる♪【ロードローラー最速伝説】

プレーヤーで再生（0.83 MB）

【ニコニコ動画】【鏡音リンオリジナル】ロードローラー音頭

プレーヤーで再生（2.13 MB）

【ニコニコ動画】【鏡音リン】おまいのハートを舗装してあげるッ！【ロードローラー】

プレーヤーで再生（2.84 MB）

2:50から音量＆周囲注意 
【ニコニコ動画】【鏡音リン】ラクガキ王国最速伝説【ロードローラー】

ロードローラーだけ重点的に集めてみました、というか鏡音関連ではロードローラーが主流の

模様。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1925468
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1925468
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1924663
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1924663
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1899209
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1899209
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1929520
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1929520
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1942679


というか新年の「のだめ」がフランスへ、とかどんだけフジミ。

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2008.01.05 Sat

http://jugem.jp/theme/c58/448/


シェル作成

現在、鏡音妹弟のシェルを製作中です。

まず最初にロードローラー仕様で。

仕事の遅い自分の事だから、いつになるかは分かりませんが。

もしかしたら誰かがすぐに作ってしまうかもしれません。

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2008.01.08 Tue

http://jugem.jp/theme/c58/448/


シェル下書き

こっちの方を最初に載せれば良かった。

下書きはこんなカンジで、ロードローラーと通常版を描いています。



下の記事にも書いた通り、いつ出来上がるんだか分かりません。

そして今、ミクを参考にシェルの構造を勉強中です。

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2008.01.08 Tue

http://jugem.jp/theme/c58/448/


一方、白熊カオス師匠は。

やっぱり仕事の早い師匠、見習いたいものです。

【ニコニコ動画】くまうた(121) 『ようこそリンレン』 唄：白熊カオス

【ニコニコ動画】くまうた(127) 『黄色いアイツ』 唄：白熊カオス

シェルですが、手とか色々と停止位置を割り振ったりしなければならないんですね。

JUGEMテーマ：VOCALOID2

2008.01.09 Wed

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1886050
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1936585
http://jugem.jp/theme/c58/448/


アフターデスソース

以前、某掲示板で薦められたブレア社の「アフターデスソース」

通販ではもっと辛いものもありますが、輸入品を扱っていたりする、店舗売りでは一番辛い部類

です。

タバスコの酸味に更に辛さが上乗せされた感じだと思って頂ければ分かると思います。

瓶に青い線で目盛りを書いてありますが、これが１回の使用量。

これではもうすぐ無くなってしまいそうな勢いです。

もう少し辛目の「サドンデス」にするか考え中。

冷えてくるとあまり辛く無くなってくるのでどんどん追加投入してたら、食後に胃がひっくり返

るぐらい痛くなった事がありました。

戻りませんでしたが冷や汗が出ました。

どういうワケか、今、ジンマシンが…。

JUGEMテーマ：デスソース+香辛料

>>ハラドさん
こちらもちょっと「サドンデス」はちと厳しいかもしれません。

「アフデス」はちょっと臭めなタバスコというカンジです。

「サルサ」の方は甘めだと聞きました。

タコス用だそうです。

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


タコス用だそうです。

2008.01.10 Thu



鏡音妹弟

ミクも妹弟も北海道出身という事で、というか発売元のクリンプトン社が北海道にあるので北国

生まれという事になっています。

何を持つのか、という議論があった最中に描いていたので『栗みかんバナナ大根ロードローラー

』等、色々持たせてみました。

除雪車では無くロードローラー。

レンの「日本ブレイク工業社歌」の画像から派生して「Levan Polkka」でロードローラーを振り
回すリンが出てきたので、とりあえず入れてみていたら現在こんな状況に。

現在は何を振るのかでは無く、ロードローラーでぶっちぎるというものになった、と思ったら。

姉のミクが何か言ってたようです。

【ニコニコ動画】初音ミク「すいません・・・、鏡音リンを予約したいのですが・・・」

JUGEMテーマ：VOCALOIDシリーズ

■トラックバック■

2008/01/13
焼です。おもわず拍手したくなるweb拍手ボタンシリーズ第二弾「かぐぁみねリン」のロードロ
ーラーバージョンがやっとこさ完成しましたのでリリースします。

ブログ名 えぬぱすどっとねっと 
URL http://npass.net/archives/2008/01/rin3clap.php
2008.01.11 Fri

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/rin-ren_kai0.html
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1880023
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1901576
http://www.nicovideo.jp/search/%E9%8F%A1%E9%9F%B3+%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC?sort=v
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1667273
http://jugem.jp/theme/c73/2816/
http://npass.net/archives/2008/01/rin3clap.php


VOCALOID feat. エキプロ

　　WWE来日記念　　エキプロの汎用性は異常。
という事でVOCALOIDエキプロを集めてみました。

まずはMEIKOで検索していて見つけたもの。
【ニコニコ動画】【プロレス対決】　初音ミク＆MEIKOタッグ対スプー　【エキプロ７】

審判に注目。

【ニコニコ動画】【エキプロ７】　初音ミクＶＳスプー　【プロレス対決】

ミク VS KAITO　フルボッコKAITO
【ニコニコ動画】初音ミク　ＶＳ　KAITO　プロレス対決　エキプロ７

ついに姉妹対決、結構な名試合になっている。

【ニコニコ動画】【姉妹対決】　初音ミク対MEIKO　【プロレス勝負】

KAITO兄さん卑怯な足技。
【ニコニコ動画】亀田一家vs初音ミク＆ＭＥＩＫＯ＆ＫＡＩＴＯ　決戦編

その他、有名なエキプロ動画

▼IDOL M@STER
【ニコニコ動画】THE WRESTLE M@STER
比較画像はこちら

▼攻殻機動隊　ほぼ1st
すべてが本物としか思えない、トグサだけ偽者。

【ニコニコ動画】公安9課　エキプロな日々 入場編
★９課オマケですが、こちらお勧め。

【オペ子VSタチコマ(偽)　クルツコワVS少佐　マトリVS少佐+後ろでフルボッコトグサ　合田VS
バトー場外乱闘　茅葺総理のご乱心　ido久世に容赦無いメスゴリラ】

▼テニスの王子様

この皇帝ﾉﾘﾉﾘである　テイカー柳　ﾊﾞｽﾛｰﾌﾞ　リムジンに見せかけた救急車　ムスカバルス　白菜

出荷　ロリｹﾞｯﾂ!　この後にご本人の登場です　　という内容。
分からない場合まずはこちらから←本家が落ちたので吹き替え版です。

吹き替えに密かにお気に入りな人がいてビックリです。 緒方さんっぽい人
あれ？本家あった。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1856634
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1852781
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1973964
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1870265
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1459307
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1540
http://www.nicovideo.jp/watch/sm4826
http://www.nicovideo.jp/watch/sm181099
http://www.nicovideo.jp/watch/sm264627
http://www.nicovideo.jp/watch/sm328
http://www.nicovideo.jp/watch/sm27
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1857897


【ニコニコ動画】【エキプロ】テニスの王子様(いろいろ)が入場するようです【危険】

▼FINAL FANTASY 7
登場人物がマニアック過ぎて半分も分からず…。
【ニコニコ動画】エキプロファンタジー7

新羅、タークス似過ぎ。

【ニコニコ動画】エキプロファンタジー7 Vol.2

軽いよヴィンセント様…格好いいよシド…。
ウェポンの上でティファとビンタ対決してたスカーレットも出てるよ。

ジョニー(誰)も2回目、あと最後の…忘れてたよ。
【ニコニコ動画】エキプロファンタジー7　vol.3

もうボーカロイドとは関係無くなってきている…。

JUGEMテーマ：VOCALOID2

エキサイティングプロレス7
SMACKDOWN! VS. RAW 2006
2008.01.11 Fri

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1656788
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1370946
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1371398
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1372353
http://jugem.jp/theme/c58/448/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000CMLUQE/nightow-yukiko-22/ref=nosim


スウィーニー・トッド都市伝説

合間に描いてみましたが、似てない。

今回の「スウィーニー・トッド」は前回の映画の雰囲気とは違いコメディーミュージカル調で「

岩窟王」のような内容も混ざったものになっているようです。

公式サイトはFLASHなのでwikiをリンク。
【スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師】-wikipedia-

実際は有名な都市伝説。

当時の雑誌の連載小説を『フリート・ストリートの悪魔の床屋（The demon barbar of fleet St.）』
という名で舞台化。

その話が「事実では？」とウワサになって都市伝説化した話。

詳しくはこちら【殺人博物館〜スウィーニー・トッド】

投獄されていた「トッド」という理髪師がいたのは事実らしいのですが、ミートパーイ云々は後

から付け足された話の模様。

99年辺りに上映された方、学生時代に渋谷へ見に行ってました。
【スウィーニートッド】

当時の床屋は歯医者も兼ねていたというものや、道路は舗装されていなく泥だらけだったという

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%89_%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%A1%97%E3%81%AE%E6%82%AA%E9%AD%94%E3%81%AE%E7%90%86%E9%AB%AA%E5%B8%AB
http://www5b.biglobe.ne.jp/~madison/murder/text2/todd.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00005G0E2/nightow-yukiko-22/ref=nosim


様子が当時のリアルを写しているようで、この雰囲気が好きです。

いわゆるヨーロッパの時代劇。

スウィーニートッドとは関係無いですが、同じような雰囲気の映画。

【ジェヴォーダンの獣】

ジェヴォーダンの獣

17世紀フランスのジェヴォーダン地方で起こった事件を元にした、こちらも都市伝説。
山岳地帯で女性や子供百数十人が犠牲になった事件で「狼のようで、それより一回り大きな獣に

襲われた」というウワサが広まり都市伝説化した話。

17世紀というと太陽王ルイ14世の時代、ベルサイユ宮殿が建設されたり芸術もバロック期、フラ
ンスが一番活気付いていた時期でもあります。

トッドの時代も産業革命前の建設過渡期、明るい時代にこういったグロテスクな都市伝説が流行

るのはどの時代も同じなんでしょうか。

JUGEMテーマ：映画
2008.01.17 Thu

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00006B5QU/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/theme/c169/24/


ヤッターマンOP

ヤッターマンの新OPが凄い……と思っていたらこんな経緯が。
【「ヤッターマン」主題歌作者　リメイク版の曲に「恨み節」】

追記：２話はOPカットかと思っていたら、CMまたぎで始まりました。
　　　ラジオで山田五郎氏がご立腹されていました。

▼記事にあるニコ動の画像はこちら。

新OP・こちらが現在放送されている方。
【ニコニコ動画】新ヤッターマン　ＯＰ

▼有志により音が差し替えられたバージョン。

【ニコニコ動画】真（？）ヤッターマンOP

ニュース記事にもあったように、歌手の選定が希望と違った、デモ曲がほぼそのまま流れた、そ

の一連の流れがスタッフと連携出来なかった、という経緯の模様。

というか、何故逃げてるのタツノコ？しかも言い訳の手法が古い…。
おふくろさん的展開にならなければいいのですが。

と、ほんの少しの期待。

JUGEMテーマ：アニメなんでも
2008.01.18 Fri

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080115-00000004-jct-soci
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2037467
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2039566
http://jugem.jp/theme/c194/1540/


アレルギー？

なんだか急に湿疹が出始めてきて、目の周りや首なんか真っ赤です。

リンパ線周辺が特に赤いです、まさにアレルギーの時の反応。

画像はアレなんで出しませんが。

基本的には山芋やサバや、体力が無い時なんかはナマモノに当たったりするのでそれかもしれな

いと思いましたが、最近ナマモノは食べて無い。

最近変わった物を食べたり付けたりしたのは

・ウコン茶

・チョコレート（輸入菓子：フランス）

・アロエクリーム

チョコレートは輸入菓子屋で安くなっていたので購入したもの。

アロエはニベアのようなクリームで冬は乾燥しているので汎用品として使用しているもの。

ウコン茶は前に飲んだのが美味しかったので昨日から飲み始めているもの。

この中のどれか、かもしれないし、もしかしたら只単に寒いから弱っていて電車なんかで変なウ

ィルスでも貰ったのかもしれない…。

またアレルギー物質が増えるのかも、基本的に日本食には弱いです。

寿司とか体力の無い時は特に無理、日本人なのに…。

日本食が食べられないのならパンを食べればいいじゃない。

という事なのか…。
喉もイガイガしてる。

JUGEMテーマ：アレルギー
2008.01.18 Fri

http://jugem.jp/theme/c208/443/


風邪でした。

普通に風邪でした。

しかし、ウィルス性の風邪だとか。

病院に行ったら隔離されて「風疹か水疱瘡を小さい頃に発症していますか？」と聞かれましたが

、その場では覚えていなかったので何とも言えないと答えました。

見た目、風疹っぽかったので。

調べてみたら5歳〜6歳の頃にどっちも済んでました。

抗ヒスタミン剤や抗炎症剤や、弱めのステロイド剤を処方されましたが…
なるべく日の光に当たらないようにと言われてしまいました。

外に出たらダメなのか…(·ω·；)
確かに顔がまだ赤いしヒリヒリする。

JUGEMテーマ：健康
2008.01.22 Tue

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


オゾンショップ。

?アンシャントマンさんの所で描かせて頂いています。
【アンシャントマン　イラスト制作｜制作部門｜事業概要】

【オゾンショップ】

こちらのキャラクターのイラストを描かせて頂きました。

その際の下書きやらを少々公開。

一番最初にラフスケッチを提出。

博士と8歳の仔ライオンの男の子という内容でした。
ある清涼飲料水のキャラクターっぽいものとお茶の水博士のようなキャラという事で以下のよう

になりました。

描く事が決定し、真ん中の男の子と博士はそのままカブトムシという事で、動作パターン色々。

カブトムシ博士とライオンの男の子とその妹。

http://www.mangaculture.com/
http://www.enchantement.jp/OurServices/IllustrationProduction.html
http://www.ozone-shop.jp/


コレはボツになったサンプル画像。

子供向け絵本のような色で出しましたが、対象が母親世代との事でボツ。



最後、勝手にキャラクターを擬人化してみました。

お兄ちゃんと妹。

JUGEMテーマ：イラスト
2008.01.22 Tue

http://jugem.jp/theme/c279/1653/


はしかの症状？

少なくなってきたと思ったらまた発疹が出てきました。

病院に行ってはみたんですが、看護婦さんに介護されているコントのような老先生のいる診療所

なので何とも言えませんが。

確かにウィルス感染だとは言ってはいましたが…。

なんとなく調べてみたら最近流行っている「麻疹(はしか)」の症状に似てるような気がしないでも
ない…。

・咳　発熱　鼻水　めやに　結膜充血　などの症状が出る

・途中で短期間解熱する時期がある

・口腔内のほほの内側に細かな白色の発疹がみられる

・首や耳の後ろに赤い2,3ﾐﾘ程度の小さな発疹が出てそれが全身に広がる
・全身の倦怠感、口内炎で水分を摂取することが困難になり脱水症状になりやすい

今のところ全身に発疹は出ていませんが首の後ろの背中に移動したような感じ。

妙な口内炎っぽいものがありますが痛くは無い、喉がよく乾くのでいつもより多めに水を取って

いる。

喉が微妙に痛い、フランスに滞在していた時のような微妙なカサカサ感。

鏡で見てみたら目が赤かった。

倦怠感やめまいは通常に日々あるので何とも。

微熱なので動けますし、全てが微妙過ぎて良く分かりません。

昨日、妹が顔に発疹が出たし疲れた感じと言っていましたが、さっさと友達の所に飲みに行って

しまいました、妹は元気。

さっき計ってみたら熱が37.0℃ありました、微妙。

JUGEMテーマ：健康
2008.01.27 Sun

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


動画描いてみました。

このブログの中で動画が動くかどうか描いてみました。

というか、昔描いて放置してた画像。

JUGEMテーマ：イラスト
2008.01.28 Mon

http://jugem.jp/theme/c279/1653/


猫アレルギー

何か知らないウィルスでの感染症か、はしかじゃないかと騒いでいたアレですが、実は「猫アレ

ルギー」だという事が分かりました。

実際は猫アレルギーと何かの食品アレルギーと帯状疱疹が全部同時に出たようです。

猫を拾ってきてから一度もシャワーさせてなかったので、皮膚の中にフケが出てそれに反応して

しまったとか。

「猫は洗わなくていい」というのを聞いてたんで洗ってなかったのですが、最低でも半年に１回

、アレルギーが出やすい飼い主さんの家の猫や犬は１〜２ヶ月に１回は洗わなければいけないよ

うです。

いつかシャンプーをしなければならないので、検索していたらこちらを見つけました。

【初めてのシャンプー】

まずは「爪を切りましょう」でした。

シャンプー剤は猫や犬の毛に直接付けないように洗い桶に希釈する事。

すすぐ時はシャワーではなく蛇口。

…何だかこれ、かなり大人しい猫を参考にしているような。

今は寒いので、暖かくなるまではシャンプーシートで拭く事にしたいと思います。

でも、あと何の食材にアレルギー反応したのかは不明。

JUGEMテーマ：健康　キジトラの猫　ペット
2008.01.30 Wed

http://www.ragdoll.jp/care/syampoo/
http://jugem.jp/theme/c211/28/
http://jugem.jp/theme/c154/2455/
http://jugem.jp/theme/c93/21/


KAITOの人気が急上昇中

最近なんだかKAITOの人気が急に上昇しています。
自分が見た時はVOCALOID KAITO購入者25人ぐらいだったのに、現在その10倍。
この前も秋葉原に行ったらミクのPVが流れていて、そこでKAITOが出てきたとたんに後ろにいた
兄さん2人組が「兄さん♪」と言っていました。
秋葉兄さん達にも大人気です。

KAITOの中の人は「風雅なおと」さん、仮面ライダーアギトのEDとかを歌っていた人です。

有名な所でうろたんだー

【ニコニコ動画】「卑怯戦隊うろたんだー」をKAITO,MEIKO,初音ミクにry【オリジナル】修正版
プレーヤーで再生（9.66 MB）

人気になりすぎて現在歌詞が消えた状態

【ニコニコ動画】島唄 − KAITO
プレーヤーで再生（4.66 MB）

KAITOが本格的に歌い、その調教風景も見れる。
【ニコニコ動画】蒼い鳥 M@STER VERSION (VOCALOID KAITO)
プレーヤーで再生（7.81 MB）

KAITOの本気タグから、オリジナル曲
【ニコニコ動画】【KAITO】Chillyditty Of February【オリジナル】
プレーヤーで再生（4.95 MB）

伝統のミク歌。

【ニコニコ動画】【KAITO】世界中ニコニコにしてあげる♪（修正版b）
プレーヤーで再生（1.42 MB）

ダッツは甘すぎ。

【ニコニコ動画】KAITOに「アイスがメルト」を歌ってもらった
プレーヤーで再生（3.71 MB）

あいつはいわゆるBLワールド
【ニコニコ動画】KAITOに暴走してもらった

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000FCUTZY/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.mclesson.com/topicdetail.asp?id=147
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1639267
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1639267
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2121170
http://nicosound.dip.jp/sound/sm2121170
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1970173
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1970173
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2009307
http://nicosound.dip.jp/sound/sm2009307
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2175415
http://nicosound.dip.jp/sound/sm2175415
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2014550
http://nicosound.dip.jp/sound/sm2014550
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1965293


プレーヤーで再生（1.35 MB）

どせいさんとデュエット

【ニコニコ動画】KAITOがどせいさんとPollyanna(日本語歌詞Ver)を歌いました
プレーヤーで再生（2.20 MB）

有名なBLアニメの微妙OP
【ニコニコ動画】キミと出逢ってから (VOCALOID KAITO short ver)に動画をつけてみた
プレーヤーで再生（0.68 MB）

ぴぴるぴるぴる

【ニコニコ動画】【KAITO】撲殺天使ドクロちゃん、歌いました【VOCALOID】
プレーヤーで再生（3.21 MB）

言うまでも無くニコの名曲をKAITOで、他のメンバーも出てくる。
【ニコニコ動画】【KAITO】あいつこそがアイスの王子様
プレーヤーで再生（5.17 MB）

その他、KAITOのアイス繋がりで微妙に売り上げている。
■貝印 アイスクリームメーカー■

20分でアイスクリームやシャーベットが出来るとか。
これからの季節、普通に欲しい。

JUGEMテーマ：VOCALOID2　ニコニコ動画
2008.02.02 Sat

http://nicosound.dip.jp/sound/sm1965293
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1971071
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1971071
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1425577
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1425577
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1879592
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1879592
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2165819
http://nicosound.dip.jp/sound/sm2165819
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000AOAFR4/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/theme/c58/448/
http://jugem.jp/theme/c95/318/


リンレン　ロードローラーシェル

シェルの大本は出来ました。

後はこれを動かしたりするだけなんですが、これが難しい。

動きはこのリズムを参考にしたいのですが…↓
【ニコニコ動画】【鏡音リン】　俺のロードローラーだッ！PV　【鏡音レン】
プレーヤーで再生（2.77 MB）
リズムとかどうすればいいんだか……。

あと画像は♪と岩を追加する予定です。

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2008.02.04 Mon

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1925468
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1925468
http://jugem.jp/theme/c58/448/


苦い餃子食べたような気がする…。

最近の「農薬入り餃子」で思い出したんですが、去年の秋ぐらいに苦い餃子を食べたのをふと思

い出しました。

その時は一度少し食べてからそのまま冷凍庫に入れていて、霜が付くくらいの期間食べてなかっ

たんで古くなったのかと思って普通に捨ててしまった…orz
今日、それを思い出してその餃子を買ったスーパーに行って見てみたらその餃子は撤去。

張り紙貼ってありました。

口にした瞬間、苦渋かったし臭かったので、普通に腐ってると思って…。
食べて驚いて「ギャー」って言ってしまったし。

一応レシートは全部取ってあるので探せばあるかもしれないけど、もう物が無いし。

何て言えばいいんだか？

妹は数個食べたけど生きてます、ちょっと変だったとか言ってますがアレ食べられるとか最強味

オンチ過ぎるよ妹。

前に茹で損ねたうどんを出してしまった時に、すでに半分ぐらいそのまま食べてたし妹…。

JUGEMテーマ：マスコミ・報道
2008.02.05 Tue

http://jugem.jp/theme/c7/1120/


餃子を手作り■レシピあり■

例の事件で餃子を自作しようという流れがあるのか、餃子自作キットがよく検索されているよ

うで…。
▼アマゾン通販

1050円で送料が300円
▼セシール通販

203CA-569_1_m.jpg「ギョーザ名人」980円で送料が350円

しかし、小学生か中学生ぐらいの頃に家庭科の授業でこのような器具を使って作った事はありま

したが、上手くはいかなかったような…。
その頃は、手で作っていたので自分だけ最後は結局手で包んでました。

結局、いつもと変わった事が出来ないだけ。

オマケ

■餃子の作り方　　25個ぐらい分
　皮　多めに作ってストック出来ます(3週間ぐらいまで)
・強力粉　…　100g
・薄力粉　…　100g　　中力粉を作るという事です。
・熱湯　…　140cc　
・塩　…　小さじ１(5.5g)
・打ち粉に片栗粉

　中身

・豚肉　…　200g　牛だと硬くなります
・キャベツ　…　150g
・玉ねぎ　…　1/2本
・ニンニク　…　7g
・生姜　…　少々
・醤油10cc　料理酒 20cc　1対2であればおｋ
・好みで味の素とかごま油

■皮の作り方

粉を合わせて(塩も)ボウルに入れる、中心に窪みを作って少しづつお湯を入れて練っていく。
ポロポロですが混ぜていくと固まりになっていきます、いわゆる蕎麦かうどんを作るようなカ

ンジ。

冷蔵庫で30分ぐらい寝かせてから25当分ぐらいにして丸めていく。
打ち粉に片栗粉を使って広げていく。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000OYYBUC/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.cecile.co.jp/page/CmdtyInfo/GenreSearch/Detail.aspx?a=203&b=8329490&c=0


※余った皮はラップにくるんだりして冷蔵庫で取っておく事が出来ます※

■中身

基本は　豚挽き肉+キャベツ(白菜)+玉ねぎ(長ネギ)+ニンニク+醤油+料理酒
ですが、自由に変えてもおｋ。

中身は全てみじん切りにして、ひき肉と粘りが出るまで混ぜる。

粘っていれば出来上がった時にふんわりします。

皮を閉じる水に少しだけ片栗粉を混ぜておくと開きにくくなりますが、普通の水で十分おｋ。

閉じにくければほんの少し皮を伸ばすようにしてくっつけるといいかもしれません。

■焼き方

適当にフライパンに並べて焼く。

焼き色が少し付いたら水を１カップぐらい入れて蓋をする。

※水を入れる時に小麦粉２＋片栗粉１を入れておくと、いわゆる羽が出来ます※

以上です。

お店のレシピでも無く個人的なレシピなので上手くいかないかもしれません。

餃子はスープの中に入れたり、焼いたり蒸したり出来る万能食材です。

JUGEMテーマ：家庭料理のレシピ
2008.02.08 Fri

http://jugem.jp/theme/c208/1143/


なんちゃってスカウター

なんとなく。

カタカナの方でも1万超えでしたが、これが一番高かったので。
ちなみに「内藤侑子」だと戦闘力９でした。

【なんちゃってスカウター】

2008.02.09 Sat

http://nameall.cosotto.com/db/


デフォルメは結構難しい。

前にこちらで紹介した【オゾンショップ】で描いたキャラクター。

デフォルメキャラクターだったのですが、それを描くのに設計図みたいなのが必要という流れ

になってきて、テンプレートを使用して製図していきました。

数字の単位は　?mm　直径です。
今回は0.8mm〜900mmのテンプレートを使用しました。

こうやってみるとデフォルメは普通のキャラ絵より難しいかもしれない。

いや、イラストレーター持ってたら簡単なのか・・・。

JUGEMテーマ：イラスト
2008.02.09 Sat

http://www.ozone-shop.jp/
http://jugem.jp/theme/c279/1653/


ピアプロ参加

参加するの忘れてた…orz

VOCALOID公式サイト【ピアプロ】

この前の鏡音妹弟画像をさっそくうｐさせました。

やっぱりKAITO人気があるようなのでKAITO画作成中。
かわいいのがいいのか、格好良いのがいいのか、中間か。

悩みどころです。

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2008.02.10 Sun

http://piapro.jp/
http://piapro.jp/a/content/?id=0qiv19qcqpl4locb
http://jugem.jp/theme/c58/448/


ミクとリン

前からあった画像を仕上げてみました。

レンが発表される前に線画だけ描いてた画像、なのでミクとリンだけ。

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2008.02.10 Sun

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/mikuxrin0.html
http://jugem.jp/theme/c58/448/


テニミュキャストその後[青学/氷帝]

ニコニコ組曲でも出てきたり、追悼(本家動画が削除されてしまったので)動画も出来るほど愛され
ているテニミュ。

『The Progressive Match 比嘉 feat．立海』公演中　公式【MMV：ミュージカル・テニスの王子様
】

１１日に岩手公演で千秋楽。

ﾆｺﾆｺﾃﾆﾐｭについて詳しくはこちら【ニコニコテニスの王子様＠まとめwiki】

■青春学園

・越前リョーマ　柳 浩太郎【BLOG】
おれやなぎは元気で相変わらず天使。

『正しい王子の作り方』に出演。

・手塚国光　城田優【BLOG】
『交渉人』『ルーキーズ』出演、柳と同い年。

・不二周助　相葉弘樹【BLOG】
なぜか現在英語の勉強中。

・桃城武　加治将樹【BLOG】
タティーノ、ユーミン舞台「ガールフレンズ」出演

・大石　鈴木裕樹【BLOG】
ゲキレッド　現在はロン毛。

・河村隆　小谷嘉一【BLOG】
ハーフナー河村、舞台「幕末義侠伝〜ＣＨＵＪＩ〜」 出演

・海堂薫　鯨井康介【BLOG】
多感な海堂、二月 新橋演舞場公演「わらしべ夫婦双六旅」DSでドラクエ中。
2006年夏の六角では田?敬浩[EXILE・TAKAHIRO]が演じる筈だったが降板、代わりに演じている
。

・菊丸英治　足立理【BLOG】
ひろみち＜(・∀・)＞「ﾌﾟﾘﾌﾟﾘD」などに出演、ブログは停止中？
いなくなったひろみち。

http://www.mmv.co.jp/special/tennis_musical/
http://www26.atwiki.jp/hakusai/
http://blog.watanabepro.co.jp/yanagikotaro/
http://blog.watanabepro.co.jp/shirotayu/
http://aibahiroki.alc.co.jp/
http://blog.watanabepro.co.jp/kajimasaki/
http://blog.watanabepro.co.jp/suzukihiroki/
http://ameblo.jp/yoshikazu-kotani/
http://ameblo.jp/kujira-ism/
http://blog.watanabepro.co.jp/adatiosamu/


・乾貞治　荒木宏文【BLOG】
ｲｲﾈｨ!ゲキレンジャーでは「理央」を熱演、まさかあのタミフル乾だとは思わなかった…。

・第一期不二周助＋越前リョーマ代役　kimeru【BLOG】
庶民様、３月にツアーがあるそうです。

現在ROLLYプロデュース「恋してキメル！」発売中、そっちの方向です。

・第二期越前リョーマ　遠藤雄弥【BLOG】
カナダ☆レモン　エンヤ　大河「篤姫」出演中、現在キノコ頭。

・第三期越前リョーマ　桜田通[さくらだどおり]【BLOG】
身長が伸びまくったアジエンス、ブログの改行も伸びまくっている。

「アクエリアンエイジ」の舞台に出演、現在身長177cm　しかし現在不眠症。

・第一期手塚国光　滝川英治【BLOG】
ファイト一発、その当時一番芸能人だった。

姉の目黒陽子が１月３１日に本を出しました

・第一期乾貞治　青山草太【BLOG】
映画「DEATH NOTE」で松田役　08年2月8日に『スピンオフ松田』が放送されていた。

■氷帝学園

・跡部景吾　加藤和樹【BLOG】
ドレイク加藤2/17〜ツアー「kazuki kato Live "GIG"2008TOUR-inLOVE-」があった。

・忍足侑士　斉藤工【BLOG】
奥○恵の愛人だったり色々、おかっぱの愛人…。
4月12日スタートNHK土曜時代劇『オトコマエ！』主役。
着慣れない着物に四苦八苦している様子。

ウチの社長に似ている。

・向日岳人　青柳塁斗 【BLOG】　ブログというかアミューズの公式ページ
カエラは元気です、TBS深夜放送のドラマ「２４のひとみ」にて先生役。
主にダンス中心の舞台役者さんです、青柳塁斗 ブログ検索でDKのブログが出てくるくらい仲が良
いようです。

http://blog.watanabepro.co.jp/arakihirofumi/
http://www.kimeru.com/kimeru_blog/
http://blog.watanabepro.co.jp/endoyuya/
http://dori.amuse.moo.jp/
http://eiji-takigawa.jugem.jp/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4838718411/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://playlog.jp/sota/blog/
http://kazuki-kato.jp/blog/
http://takuming.seesaa.net/
http://www.amuse.co.jp/artist/ruito_aoyagi/profile.html
http://blog.oricon.co.jp/viva-ken-ken/


・宍戸亮　鎌苅健太【BLOG】
言わずと知れたケンケン、宮野と並びテニミュ出世頭。

半年の闘病生活から復活、これから徐々に活動を再開していくようです。

・鳳長太郎　伊達晃二【BLOG】
DK(^o^)|⌒|＿長渕は最近不調の模様、ファンクラブの会報も滞っている様子。
テニスの呪縛が辛いのか、すすろてっぱいの病状が気になるのか(?)テニス系の話題が出ると喋れ
ない。

ｱﾗｲｻﾝか彼女がブログを代筆しているという噂まで出ている、大丈夫なのかDK？

・日吉若　河合龍之介【BLOG】
「ふぞろいな果実」で石原真理子にハメられて(そういう意味ではなく)週刊誌沙汰に。
昼ドラ「愛の迷宮」などドラマやCMに出演中、ウルルン滞在記でラートをマスター。

・芥川慈郎　Takuya　【公式サイト】
ルンダ★ルンダ　アナル零式　の発生源、現在携帯で配信されている【Visual☆ストーリー】に出
演中。

特撮好き。

・樺地宗弘　鷲見亮【BLOG】
増えるカバデイ。

本番数分前までグロッキーになっていたDKを引っ張ってきたりと面倒見が良い、氷帝の母。
今回の公演(比嘉 立海)を見に行っている様子。

予想以上に長くなってしまったので【山吹・立海・ルドルフ・六角中】は次の記事にて記述。

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.02.11 Mon

http://ameblo.jp/date-koji/
http://ameblo.jp/ryu-no-suke/
http://act-p.jp/srp/takuya/
http://web.peex.jp/vstory/
http://blog.livedoor.jp/ryowashimi/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=182
http://jugem.jp/theme/c190/942/


テニミュキャストその後２[山吹/ルドルフ/不動峰]

■山吹中　（山歩き中　ヤマト運輸）

・千石純澄　和田正人【BLOG】
鳩、『死化粧師 〜エンバーマー 間宮心十郎〜』で主役、2008年東京マラソンに参加。

・亜久津仁　寿里【BLOG】　【旧BLOG】
白菜、JURIから本名の寿里に改名、現在も同じようにマンガ原作の舞台に出演中。
CMやモデルもやってます、髪型が変わってません。

・壇太一　川久保雄基　ブログ無し　ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ

ドＳさかなクン、映画「ワルボロ」出演

wikiには現在の身長180cmとありますが、事務所プロフィールでは172cm

・南健太郎　矢崎広【BLOG】
ジミー'sその１　kiss☆kiss　地味に絵が上手い。
CM「wii Fit」ドラマ「フルスイング」「貧乏男子」

・東方雅美　林伊織【BLOG】
ジミー'sその２　克服王☆スルーン
劇団アルターエゴ第36回公演「The Pleasuredome」出演中

・室町十次　柳澤貴彦　アミューズはブログさせない？プロフィール

カノン星人　氷帝の岳人こと青柳塁斗と一緒に活動中。

身長書いてないようですが170cmぐらいだとの事だそうです。

■ルドルフ（おkマート）
・観月はじめ　塩澤英真　ブログ・プロフィール無し　塩澤英真 - Wikipedia
かわいいよ店長、2007年8月31日をもって活動休止。
しかし、fine(雑誌)で見たという情報もアリ。

・赤澤吉朗　青木堅治　ブログ・プロフィール無し　青木堅治 - Wikipedia
某騒動で有名になった人、元JACKJACK、ユニット解散して現在活動休止中。

・不二裕太　KENN【BLOG】
空耳殺しのエリート歌手、店長代理(正社員) 最近FFTA2をクリアしたそうです。
アニメ『ドルアーガの塔 〜the Aegis of URUK〜』に出演決定

http://blog.watanabepro.co.jp/wadamasato/archives/blog/
http://ameblo.jp/jurigig
http://juri.livedoor.biz/
http://www.h6.dion.ne.jp/~vocal/artists/each_artist/kawakubo_yuuki.htm
http://shuttle.exblog.jp/
http://blog.livedoor.jp/iori_hayashi1981/
http://www.amuse.co.jp/artist/takahiko_yanagisawa/profile.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E6%BE%A4%E8%8B%B1%E7%9C%9F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%9C%A8%E5%A0%85%E6%B2%BB
http://yaplog.jp/dwjp_kenn/


・金田一郎　松岡佑季　ブログ無し　ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ

流氷、紳士服のAOKI
以前の名前、大竹佑季だと同姓同名の女優さんが出てくる。

・柳沢慎也　篠田光亮【BLOG】
フシギダネ、青木堅治騒動に巻き込まれたJACKJACKメンバー。
舞台などで活動中。

・木更津敦　加藤良輔【BLOG】
秘薬王☆トゲルン　同じく騒動に巻き込まれたJACKJACKメンバーその２
同じく舞台で活動中。

■不動峰（うどん峰）

・橘桔平　YOH【BLOG】　【旧BLOG】
ゴリラﾀﾁｳﾞｧﾅｻﾞﾝ、ブログが可愛い。

バンド「ZERO」で活動中

・伊武深司　小西遼生【BLOG】
チェキタウ、ウルルン滞在記にてトナカイと戯れる。

声優、ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔（ディーン役） 

・石田鉄　宮野真守【BLOG】
ライト・殿、テニミュ一番の出世頭。

この前はジョニーデップの吹替までやっていた。

・神尾アキラ　藤原祐規【BLOG】
ひ孫、橘役のYOHと共に「ZERO」で活動

・桜井雅也　高木俊【BLOG】
黒菜、声優、REBONE!ボノ、草壁、警察官、院長（17話）、ウーノ役

▼その他キャスト

テニミュキャストその後２[青学/氷帝]
テニミュキャスト公演中[立海/六角/比嘉]

ルドルフが散々な事に…。

http://www.stardust.co.jp/rooms/section3/file/matsuoka/index.html
http://blog.livedoor.jp/shinoda1001/
http://ryosukee.jugem.jp/
http://ameblo.jp/yohgig/
http://yoh.livedoor.biz/
http://www.stardust.co.jp/rooms/konishi/diary/
http://mamo0608.blog34.fc2.com/
http://fukey.jugem.jp/
http://shunly0317.blog42.fc2.com/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=181
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=183


JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.02.11 Mon

http://jugem.jp/theme/c190/942/


テニミュキャスト一覧[立海/六角/比嘉]

■立海大付属（ミスド）

・真田弦一郎　兼崎健太郎【BLOG】
お米うまい。

・幸村精市　八神蓮【BLOG】
魔王幸村。

・ジャッカル桑原　夕輝壽太【BLOG】
ブラジル出身、IKKOの手によりタイのオカマに勝利。

・切原赤也　大河元気【BLOG】
かあちゃん、楽屋にあるカレンダーに描いた絵が好評で仲間内から依頼殺到。

特撮好き。

・仁王雅治　中河内雅貴【BLOG】
生徒会長（立候補）

V.チョコ騒動、ｶﾞｳﾁ自体は悪く無いような気がするのですが…。
妹(日芸卒)曰く、日芸(ｶﾞｳﾁでは無く原因の人の出身)の人は主張したがりで常識が飛んでいる性格なんだそうな…。

それでも「残念でしたどぅ〜ん！！ 」は無い…。2ch
・丸井ブン太　桐山漣【BLOG】
友達が学校をやめて寺に修行に行ったそうです。

・柳蓮二　小野健斗【BLOG】
ブログが携帯サイトに移動するそうです。

・柳生比呂士　馬場徹【BLOG】
ムスカ大佐　ばーちょん　バルス

色んなキャストと仲が良いので他所ブログにもちょこちょこ出てくる。

■六角中（赤い連中）今回は佐伯しか出演していません。

・佐伯虎次郎　伊礼彼方【BLOG】
無駄に男前、エルモ、チリ人の母親と日本人の父親をもつハーフ。

バンド「Daniel Control」で活動中。

・樹希彦　池上翔馬【BLOG】
東大シュポー、マレッコ、在学中、スイーツ。

http://ameblo.jp/kanesaki-kentaro/
http://ameblo.jp/yagami-ren/
http://yaplog.jp/jutta-sd/
http://blog.livedoor.jp/ookawagennki/
http://nakagauchi.blog.shinobi.jp/
http://music8.2ch.net/test/read.cgi/mendol/1204259108/3
http://ameblo.jp/renn-kiriyama/
http://yaplog.jp/kento-sd/
http://ameblo.jp/baba-toru/
http://ameblo.jp/irei-kanata/
http://www.foursp.jp/shoma/blog/


・天根ヒカル（ダビデ）　汐崎アイル【BLOG】
アイルランド人ハーフ、映画「スーパーカブ」出演

白菜の前でドタバタ☆ジャンゴと言ったり、相変わらずニコ厨なのだろうか？

寿里の反応は、ﾎﾟｶｰﾝな顔で「どたばたじゃんご？」だったそうな。

アキバ系モデル

・黒羽春風　進藤学【BLOG】
ヴァネッサ、風魔の小次郎　竜魔役

佐渡島出身でアルゼンチンタンゴの講師(の資格持ち)

・葵剣太郎　川原一馬【BLOG】
妄想坊主・女の子と☆チュー、現役高校２年生。

・木更津亮　加藤良輔【BLOG】
秘薬王☆トゲルン兄、吹き替えが病弱、聖ルドルフの木更津敦。

前記事のルドルフの項目を参照。

■比嘉中（沖縄・ピカチュウ）

・木手永四郎　Luke.C【BLOG】
アメリカ人ハーフ、刺繍ブランド「ACCORD DANCE」主宰

・知念　寛　林野健志【BLOG】
モデル、身長193cm

・平古場凛　齋藤ヤスカ【BLOG】
ヒラコバリーン　ハウル

実際にテニスで2003年関東大会に出場（高校）ボウケンジャーの黒。

・甲斐裕次郎　篠谷聖【BLOG】
きょうのわんこ、『Cawaii!』（巻頭）
舞台「NEN,GOO!〜お江戸のスターが勢ぞろい」（2008年4月9日〜4月13日）小次郎役

・田仁志慧　松崎裕【BLOG】
「魁!!クロマティ高校」「クローズZERO」ヤンキー役
同姓同名で日本を代表するホルン奏者の方がいます。

http://ameblo.jp/ire/
http://shindogaku.jugem.jp/
http://cubeinc.typepad.jp/kazuma/
http://ryosukee.jugem.jp/
http://ameblo.jp/lukec/
http://ameblo.jp/tk4onenine3/
http://www.junes.co.jp/yasuka/
http://ameblo.jp/hshinotani/
http://www.3ae.jp/yutaka.html


以上です、ここまで長くなるとは思いませんでした。

比嘉中メンバーについてはまだ情報が少ない状況。

初期メンバーなどが抜けてますがﾆｺ空耳中心なので省いています。

越前南次郎が気になるのですが。

あとミュージカルのDVDはアニメイトでのみの専売だそうです。

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.02.11 Mon

http://jugem.jp/theme/c190/942/


うごくGIFツール

ファイルを整理していたらこんな画像を見つけました。

昔作ってそんままだったので、ソフトとかが見つからなかったので「動くGIF」で検索したら出て
きた↓

【うごツール】

「ウゴウゴルーガ」という番組で見たような画像が作成出来るツール

なのですが、線が修正出来ないなど制約もアリ。

一発で描ける人にはオススメのツール。

JUGEMテーマ：イラスト
2008.02.13 Wed

http://mclover.net/Program/Ugo.htm
http://jugem.jp/theme/c279/1653/


初音ミクにはYMOが合う

ミクの声が電子音という事もありテクノが合っているので、テクノといえばＹＭＯ

このシリーズは”高橋ミクヒロ”や”HMO(初音ミクオーケストラ) ”タグで登録されていて”初音ミク
YMO”で検索してもあまり出てきません。

ミクとリン、最後にライディーンもある。

【ニコニコ動画】NICE AGE＠ミクさんリンさん
プレーヤーで再生（4.93 MB）
画像はこのジャケットが元ネタ

　

ＹＭＯ

ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー

弱点である電子音っぽさが逆に生きるいい例

【ニコニコ動画】SOLID STATE SURVIVOR(原版準拠)＠ミクさん
プレーヤーで再生（4.05 MB）

長い前奏では無くインスト。

【ニコニコ動画】中国女＠ミクさん

プレーヤーで再生（5.69 MB）

英語の発音がいい。

【ニコニコ動画】希望の河＠ミクさん

プレーヤーで再生（5.11 MB）

こちら皆で自己紹介の流れ

【ニコニコ動画】以心電信＠ミクさん

プレーヤーで再生（5.55 MB）

中/森/●/菜(or事務所)が拒否した曲、ミクは快諾。
【ニコニコ動画】過激な淑女＠ミクさん

プレーヤーで再生（5.19 MB）
なんか本家消される事があったらしいです本家・過激な淑女

ちなみに「中国女」といえばゴダールですが、歌詞のスージーＱという所に痺れた(JOJOでは無い
けど)

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1879629
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1879629
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00007KKZ3/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1243227
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1243227
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1148127
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1148127
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1136564
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1136564
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1125003
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1125003
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1265950
http://nicosound.dip.jp/sound/sm1265950
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1810957


スージー・クワトロ-wikipedia-
何というか、当時の音楽の熱いカンジですかね。

マクロスプラスも見たくなってきたし、何だか90年代いいな。

マクロスプラス MOVIE EDITION

UC YMO [Ultimate Collection of Yellow Magic Orchestra] （通常盤） 

JUGEMテーマ：VOCALOID2
　

ニコニコ動画

2008.02.13 Wed

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%AD
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00005EDRE/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00009KMD1/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/theme/c58/448/
http://jugem.jp/theme/c95/318/


テニミュキャストその他[前回未掲載分]

前回ので書ききれなかったキャストを改めて記述。

■青春学園４期キャスト

・越前リョーマ　阪本奨悟【BLOG】※期間限定
「おばんざい」　花園桃太郎役、現在14歳リアルに中学生。

・手塚国光　渡辺大輔【BLOG】
ニヤニヤ手塚「ウルトラマンメビウス」イカルガ・ジョージ役

・不二周助　古川雄大【BLOG】
風魔の小次郎　霧風役

得意技のチャンゴって何？　古川雄大-wikipedia-

・桃城武　牧田哲也【BLOG】
美少女戦麗舞パンシャーヌ　新庄清志役　しにがみのバラッド2,5,6話　原上誠剛役 

・大石秀一郎　豊田裕也【BLOG】
深海魚大石、３月に小野健斗+壽太(ｼﾞｬｺｰ)と一緒にディナーショー。
坂東英二のスタッフブログにハマっている。

・海堂薫　平田裕一郎　ブログ無し　プロフィール↓

1986年4月27日生まれ　長崎出身で九州弁　卵焼きが得意
事務所無所属なのでファンレターなどは「ネルケプランニング」に送れば良いそうです。

地元で音楽活動していたが、俳優を志して上京。

あだな「バッテン」（多分九州弁の事）

↓ダブルキャストの柳沢大については後述↓

・乾貞治　高橋優太【BLOG】
空気乾、花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜四条春樹役

映画「同級生」「体育館ベイビー」出演

仙台育英・城西大学の陸上部に同姓同名の選手が在籍。

・菊丸英二　浜尾京介【BLOG】
●黒丸●色が黒い、今回がデビュー作、甘党、特技アクロバットとテニス。

07年12月09日のブログにて「ぬ〜ん+顔文字」という記述、ﾆｺを知っている可能性有(?)

http://www.amuseblog.jp/shogo/blog/
http://www.wfoxx.com/blog/watanabe/index.php
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E5%B7%9D%E9%9B%84%E5%A4%A7
http://blog.oricon.co.jp/makita/
http://www.blog-stardust.jp/yuyatoyoda/
http://www.merrygoround.co.jp/takahashi/diary.asp
http://www.primavera9.net/fortune/hamao/index.html


・河村隆　小笠原大晃【BLOG】
空手の国体に出場、「マッスルミュージカル」に出演。

「あいのり」(07年4月登場)のオガ、半田健人の後輩。

■初代青学（歌の上手いおっさん達）

・大石秀一郎　土屋裕一【BLOG】
カツラ・トゥティー大石　パルケエスパーニャ。

２月から青山円形劇場で「ウラノス」公演、プロフィールのフォトが遠いです。

・菊丸英二+不二(不動峰初演代役)　永山たかし【BLOG】
ミイラストーカー当時28歳…見えない、舞台「BLEACH」日番谷冬獅郎役
トゥティー大石と一緒の舞台に出る模様。

それにしてもミュージカル「BLEACH」だけ何故”ロック”という記述があるのか、ｵｻﾚ?

・河村隆　阿部よしつぐ　公式プロフィール

チンコ河村、公式のトップはまるで温泉旅館のサイトのよう。

・桃城武　森山栄治【BLOG】
ぽっぽわ桃、当時30歳(1976年生まれ)
アニメで伊武深司の声、ゲームで藤堂健吾の声、実写映画で真田弦一郎。

・海堂薫　郷本直也　公式サイト

SNAKE☆DANCE海堂　　舞台「BLEACH」檜佐木修兵 役

・菊丸英二(初演と不動峰初演代役)　一太郎【BLOG】
本名：山崎 一太郎　　すっかり映画紹介ブログになっている。
映画「椿三十郎」(2007)出演

・手塚国光(ルドルフ公演代役)　大口兼悟【BLOG】
瞬きしない手塚、舞台「BLEACH」藍染惣右介 役

・河村隆(ルドルフ公演代役)　北村栄基【BLOG】
女優井上晴美の弟、舞台「BLEACH」吉良イヅル 役

・河村隆(初演追加公演)　森本亮治【BLOG】
ムッコロス河村、「仮面ライダー剣」相川始 役

http://ogasawarahiro.jugem.jp/
http://ameblo.jp/pnish-tuti/
http://nagayama.blog55.fc2.com/
http://www.yoshitsugu-abe.com/
http://ameblo.jp/pnish-sexyboy/
http://www.blue-shuttle.com/gomoto/
http://ichitarou.arekao.jp/
http://ameblo.jp/ohkuchi-kengo/
http://yaplog.jp/eiki/
http://blog.amuse.co.jp/morimotoryoji/


・荒井先輩　森川次朗【BLOG】
NHK教育「うたっておどっておどろんぱ！」のお兄さん。

・池田雅也　構井晃道　ブログ無　プロフィール？下の方に紹介→ワウディー インストラクター

・林大介　長内正樹プロフィール

元劇団四季、堂本光一舞台「Endless SHOCK」にも出演。

・佐々部　かつお　　俳優検索でも一切発見出来ず。

・堀尾聡史(初演+2代目)　石橋裕輔　劇団に写真のみ掲載、プロフィールがリンク切れ
魚屋店長ホリオ、身長156cm

・加藤勝郎(初演+2代目)　豊永利行【BLOG】
逆再生神カチロー、アニメでは葵剣太郎の声。

・水野カツオ(初演+2代目)　堀田勝　自作のサイト
四捨五入30カツオ、声優。

■３代目青学

・手塚国光　南圭介【BLOG】
空気な手塚、早稲田大学政治経済学部在学中。

・大石秀一郎　滝口幸広【BLOG】
タミフル大石、「正しい王子のつくり方」相馬史造 役

・菊丸英二　瀬戸康史【BLOG】
「仮面ライダーキバ」(2008年〜)主人公　紅渡　役

・乾貞治　中山麻生【BLOG】
俳優三田村邦彦の次男、従姉は中山エミリ。

・河村隆　渡部紘士【BLOG】
ちらし寿司河村、ブログ再開。　旧ブログ

・桃城武　高木心平【BLOG】

http://blog.jiromorikawa.com/
http://www.wowd.jp/wow_info/wowd_instructor_i.html
http://www.toho-ent.co.jp/actor/show_profile.php?id=7704
http://za-aloe.jp/lecturer/index.html
http://set.cocolog-nifty.com/toshi/
http://page.freett.com/hottama/newpage1.html
http://ameblo.jp/minami-keisuke
http://ameblo.jp/takiguchi-sd
http://blog.watanabepro.co.jp/setokoji/
http://ameblo.jp/blooming-masei/
http://ameblo.jp/koji-watanabe/
http://blog.livedoor.jp/nabe812/
http://yaplog.jp/shinpei-sd/


クッソルケン桃城、チンピラ、双子の兄、高木万平(俳優)がいる。
テニミュの現場で「ウィニングイレブン」をばーちょんとやっていたそうで。

今回の４期　feat.比嘉のバクステでも今回のメンバー皆黙々とゲームをしている(多分DS)画像があ
る(公式のダイアリーに)

・海堂薫　柳下大【BLOG】
センチな海堂、３期の写真では女の子に見えてしまった、海堂なのに。

４期　feat.比嘉でもダブルキャストで出演。

・堀尾聡史　原将明【BLOG】
４期　feat.比嘉でも出演、劇団SET(座長：三宅裕二)映放部所属

・加藤勝郎　川本稜【BLOG】
４期　feat.比嘉でも出演、千秋楽に相葉弘樹と桐山漣が見に来ていたとの事。
ブン太BLOGに記述ありましたが相葉BLOGは動き無しでした。

・加藤勝郎(六角公演)　毛利友哉【BLOG】
緊張を隠すため神、カバディと一緒にDKのライブ見に行っていたとか。
パパジ…(´Д⊂

・水野カツオ　江口紘一　劇団ひまわり　プロフィールは無し。

４期　feat.比嘉でも出演。
1993年生まれ、公演当時設定に忠実な13歳。

・水野カツオ(六角公演)　岡本雄輝（おかもとおすてる）
情報無し。

■初代不動峰

・橘桔平　菅原卓磨　公式プロフィール

大仏橘、「超星神グランセイザー」セイザーギャンズ/三上辰平役

・神尾アキラ　松井靖幸

TERU神尾、2004年に芸能界を引退。

■比嘉代役

・甲斐裕次郎　今井恒允　プロフィール←？

甲斐役の篠谷聖が一時降板したので代役として出演。

http://blog.watanabepro.co.jp/yanagishitatomo/
http://blog.livedoor.jp/masaaki_hara/
http://ameblo.jp/atelier-umi-ryo/
http://blog.oricon.co.jp/shop_m_y-tps/
http://www.himawari.net/index.html
http://www.tanabe-agency.co.jp/talent/sugawara_takuma/
http://www.geocities.jp/aokikikaku_2/1cast-tunemitu


青木企画という劇団に所属、パンフレットの方にアンダーステディとして記載されているようで

、おれやなぎの一件もあるので何かあった時に用意していた代役という事だったようです。

■その他

・越前南次郎と榊太郎　上島雪夫　公式サイト

元劇団四季、熊川哲也の出演作品や宝塚の振付師。

テニミュ舞台では演出・振付を担当「逝ってよし！」もこの人だそうな、ｶｯｺﾖｽ!
※氷帝夏公演での榊シルエットは白菜（寿里）

今度は本当に以上です、もう調べ漏れは無いと思います（多分）

調べ始めたら最後までやらないと気が済まなかったりするのでこんな事に。

そして調べている最中に公式が更新されていました　ﾓﾂｶﾚｻﾏﾃﾞｼﾀ

追記：調べてみたらまさかの９９人でした。（前記では９７人）

あと一人で出演者百人とか、凄すぎるテニミュ・・・。

↑訂正９８人『秘薬王☆トゲルン』が同じ人（加藤良輔：兄弟役なので）で実際は９８人でした

。

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.02.14 Thu

http://uessy.net/
http://jugem.jp/theme/c190/942/


テニプリPICTO作りました。

意外と探してみても無かったんでちょっと作ってみました。

　 　 　 　 　 　 　 　 　

1つ10分ぐらいで作れるので、思いつくだけ。
結構青学女子の制服がギャルゲのようでした、制服の需要はあります？

というかコレの需要もあるのかどうか。

こちらは前からあったもの、作成は自分じゃないです。

　 　 　

■■　おまけ　youtube　■■
テニスの王子様 学園祭の王子様 ミニドラマモード&足フェチイベント 

最初にコメントから見たんで、不二と幸村と赤也辺りで「lool!」の意味理解。
「うにゃああぁ！このゲーム欲しいです！でもそれは日本語であって日本のPS2が必要なので残念
ですT^T 」
「ぎゃー!このゲームをプレイしたいのですが日本語が分からないのです^^'」
↑という海外からの熱いコメントも見れます、ほとんどが日本語が理解出来ないのが残念という

もの。

こういうゲームの需要は結構あるようです。

あとyoutubeにあった以前の湯浅、ビデオ録画したバージョン。
【テニスの王子様＠ニコニコ動画】

皆がもの凄く盛り上がりすぎて、弾幕が重複している様子が残っています。

弾幕が30分ごとに消えるような状況だった、という書き込みも。
こちらを使えば弾幕ごと保存可能【vector：ニコニコ動画コメント付き動画保存ツール さきゅばす
】

個人的に。

【【テニスの王子様】 総勢５０人以上に眼鏡をかけてみた】

０：３８の意外と似合う白菜と、３：４９辺り。

【やじうまプラス　イケメン塾　テニスの王子様 】

http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se439180.html


勝谷誠彦氏突然のカミングアウト、応援してます。

JUGEMテーマ：テニスの王子様YouTube
2008.02.15 Fri

http://jugem.jp/theme/c190/942/
http://jugem.jp/theme/c95/512/


明日…

何か、今になってまたアレルギーが出て来ちゃっているのですが…。
目の周りが赤いし、喉がイガイガでぐったり。

明日のイベントなんですが

【it's showtime!!配置表】
これの　Peace01……Tilt　がウチです。
凄い所に配置されちゃってます…。

猫？食べ物？何に気をつければいいのか、ﾜｶﾗﾝ…
明日…どうなる...。

JUGEMテーマ：漫画/アニメ
2008.02.16 Sat

http://lostclinic.net/show/list.html
http://jugem.jp/theme/c189/26/


今日は行けなくてすみませんでした。

やっぱりまたアレルギーが悪化してしまって、本日はイベント参加出来ませんでした。

本当にみません。

あちらの方にも、掲示板が無かったのでメールでお伝えしました。

しかし、薬はドリエルよりも眠くなる仕様だったので、開場前にメールしようと思って打ってい

たらいつの間にか眠っていて、今もグラグラ。

変な文面になっているかもしれません。

今回出す予定だった本は、どこかネット配信出来るような所を探して配布したいと思っています

。

全くの健全なんですけど、女性が描いてるから女性向けという事になるんでしょうか？

湯浅のパロディとかそういったものなんですが。

そういえば「TRIGUN」の新作は映画だそうですね、日本のアニメ誌ではなく海外のものがソース
なんですが。

2008.02.17 Sun



マラソン

昨日東京で開催された「東京マラソン」ですが、鳩が芸能人１位になっていました。

見た限りで「らじかる」で名前が一瞬出ましたが「やじうま」では出ず、次が本物の鳩の話題…
何かメッセージが？

ｼ/ﾞ/ｬ/ﾆ/妨/害/？
マラソンはほとんどが猫に集中。

【サンスポ＞芸能＞ニュース】　順位一覧があります。

和田正人 2時間57分59
2位の猫に1時間差をつけてゴール。

イメージ

【和田正人BLOG】
こちらのブログが本日動いていないという事は、今頃鳩死んでるという事ですね。

鳩ブログは確実に本人が書いているという事にもなります。

モツカレサマデシタ。

予想では2時間48分、一般[芸能]参加の場合スタート時点でのブランク10分を計算に入れて丁度。
ちなみに鳩は日大文理で箱根を走った事があるプロでした。

走れる人はこんな計算が出来るんですね(ﾟдﾟ)ｽｹﾞｰ
何キロ地点で何分とか。

ちなみに自分は相当やる気の無い子だったので高校の時の休みながらマラソン5km40分でしたが
、日テレ女子アナもこのくらいでした、仕事ならもっと走れるんじゃ…。

あと７月のフランスでこっそり走っていた時のタイムは15kmぐらいで1時間半でした（レシート時間調べ）
もちろん空いてる道を走ってます、というかパリの道は日本と比べたらかなり広い。

http://www.sanspo.com/geino/top/gt200802/gt2008021800.html
http://blog.watanabepro.co.jp/wadamasato/archives/blog/


2008.02.18 Mon



ブログパーツ色々設置。

左の方に色々と設置しています。

←↑左上に。

PostPetWeb 時計
昔使っていたポスペがじんぱち、現在不使用。

カウントが３万ぐらい(07年5月からのカウント)になるのでBANANAサーバーのチャーハンカウ
ンター設置。

時間別に調査した結果↑　どちらも７時が穴のようで。

←↓左下に。

ブログでレベルアップ

文字数？でレベルが上がるブログパーツ。

ザックス体力測定

クリアするとFF7CCの壁紙が貰えます。

漢検DS
登録をすると全国対抗で順位を競える。

漢検DSのデモプレイも出来る。

↓一番下。

IPアドレス・ホスト名検索
・自分のアクセスしている回線の種類が分かります。

・検索窓にIPアドレスをコピペすると(IPアドレス・ドメイン・都道府県・回線の種類)が分かり
ます。

あまり置き過ぎても重くなりそうなので自重したいと思いますが、面白いパーツ見つけたら設置



していきたいと思います。

アバタ・育成系は設置しない方向で。

2008.02.20 Wed



猫に足跡。

テニスの関連が分からなくなってきたので、自分なりに理解する為に相関図を書いてみたりして

います。

窓を開けっ放しにしていたら猫に踏まれました。

ちなみに原作はあまり読んだ事無かったりして、有名なんで話はかなり聞いたりはしてましたし

、氷帝学園が人気だというのも知ってます。

知ってるのはそのくらいだったので、今回改めてまとめてみました。

資料はもちろん『ニコニコ動画』

あえて原作やウィキペディアを見ずに書いています。

現在調整中。

あとミュージカルに出てない学校もあるみたいで、自分の出身である福岡の中学もあるみたいな

んでそれも気になってます。

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.02.22 Fri

http://jugem.jp/theme/c190/942/


黄色い砂塵

空の色が凄い事になってました。

特撮でもCGでもありません。。

多分向こうの方に畑か学校があるからだとおもうのですが、強風で砂が舞上げられて黄色くなっ

てました。

撮影する為に外に出たら埃っぽい。

目に砂が入った。

もう家の周辺にも砂が舞っているようです。

今日洗濯してなくて良かった。

JUGEMテーマ：埼玉
2008.02.23 Sat

http://jugem.jp/theme/c49/2823/


テニプリ相関図を描いてみた。

テニスの王子様のキャラ関連が多すぎて理解不能だったんで、とりあえず描いてみました。

資料：『ニコニコ動画』

まずはメイン学校とか。

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.02.24 Sun

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/tennis1.html
http://jugem.jp/theme/c190/942/


六角中

六角中。

そのままでも文字読めるサイズだったので縮小とかしませんでした。

政治家集団の元

【ニコニコ動画】官邸で会おう！（コートで会おう！　VIP吹き替え）

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.02.24 Sun

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1191009
http://jugem.jp/theme/c190/942/


不動峰

不動峰

これは消化不良なカンジ、描き直したい。

TBSラジオの秘密基地終わりかぁ…日曜唯一の楽しみが…。
伊集院がホリプロ辞める（不確定な情報）とか言っていた余波なのかなぁ。

深夜は大丈夫みたいですが。

ラジオはAM派です。

JUGEMテーマ：テニスの王子様

■トラックバック■

2008/02/25
伊集院光　日曜日の秘密基地が この3月で終了する。 私は、外出するときに AMラジオを持って外
出するようにしている。 日曜日の昼にたとえば競馬があるときには...

ブログ名 徒然なるままに 
URL http://ameblo.jp/t-sawachan/entry-10075171593.html
2008.02.24 Sun

http://jugem.jp/theme/c190/942/
http://ameblo.jp/t-sawachan/entry-10075171593.html


比嘉中

比嘉中

現在の所、一番のお気に入りかもしれない。

タニシ様がクリーチャー的なところとか。

ところで、以下の記事は新しい情報が入る都度に修正。

新キャストの情報なんかは特にハイペースで変えたりしてたりします。

テニミュキャストその後[青学/氷帝]
テニミュキャストその後２[山吹/ルドルフ/不動峰]
テニミュキャスト公演中[立海/六角/比嘉]
テニミュキャストその他[前回未掲載分]

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.02.24 Sun

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=181
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=182
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=183
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=186
http://jugem.jp/theme/c190/942/


【テニスの王子様】比嘉中占い【沖縄】

勢いでこんなもの作ってしまいました。

【テニスの王子様】比嘉中占い【沖縄】

ウンジュガ比嘉中ヌターンカイ似チョーンカ、ウチナーグチで占ウィビーン。 
訳：あなたが比嘉中のどのメンバーに当てはまるかを沖縄弁で占います。

[現在暫定版、標準語未整備]

全ての結果の文章が「沖縄弁（ウチナーグチ）」になっているので、たまに（というかほとんど

）読めないかもしれません。

標準語解説は文字数の関係上、同じ所に表示出来なかったので外部リンクにするか迷ってるんで

すが、置かなくてもいいような気もしたり、ネタ占いですし、そこは。

私自身、九州出身なので一部分かりますが（似ている部分がたまにある）翻訳上手くいってるん

だか、どうだか。

ウチナー辞典や翻訳ツール使いながら訳。

結果の元になっている文章は女性誌なんかでよく見るような文体だったんで、相まっていい結果

に（ｽｲｰﾂな雰囲気とか性格の当てはめ具合とか）なっていると思います。

木手…気配り上手の勉強家…ﾌﾞﾎﾞﾎﾞ（｀；ω；´）

ちなみにウチナーグチでものもらいは「ミンデー」

「わん…ミンデーがなたん…」

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.02.25 Mon

http://u-maker.com/344226.html
http://jugem.jp/theme/c190/942/


比嘉占いの画像

↓前記事↓で書いた　比嘉中占い〜ウチナーグチビケーン〜（沖縄弁ばかり）

に、画像が入れられるようなので作成中です。

それでは、伊集院の無事を確認してもう眠いので、おやすみなさい。　

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.02.26 Tue

http://jugem.jp/theme/c190/942/


『デスソース+香辛料』テーマを設置しました。

JUGEMテーマ：デスソース+香辛料

というテーマを新規に作成してみました、意外と無かったんで。

辛いもの好きはひっそりと生息しているようなので、ブログなどでそのうっぷんをぶちまけて頂

きたいと思って設置してみました。

2008.02.26 Tue

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


官邸で会おう！

テニヌのwikiを編集してみました。
【ニコニコテニスの王子様＠まとめwiki　　官邸で会おう！】

▼配役

中川昭一（伊吹派）→佐伯虎次郎

安倍晋三（前内閣総理大臣）→木更津亮

甘利明（山崎派）→黒羽春風

北村春男（弁護士）→葵剣太郎

鳩山郁夫→天根ヒカル

菅義偉→樹希彦

ある日の国会議事堂にて

===台詞===========================

中川昭一（伊吹派）：一年ちょっとで安倍改革が終わったのは惜しかったなぁ、そして福田。

安倍晋三（前内閣総理大臣）：俺はもうダメだ、更に胃腸が痛い、リーダーシップの素質が全

く以って無い。

甘利明（山崎派）：おいおい、頼りになるのは閣下と呼ばれている麻生だけかよ。

北村春男（弁護士）：ねぇポッポ、応援に行っていい？

鳩山郁夫：いいねぇ。

菅義偉：なら俺も行こうかな。

甘利明（山崎派）：行ってやってもいぜ。

安倍：じゃぁ…僕は病院に…
北村春男（弁護士）：閣下最高！

==================================

国民ための政治　戦後の頃から今まで

祖国だからこそ　良くなってほしい　忘れるな民意

勝つためだけの手口　圧力かけて票取る

派閥なんかかっこ悪いぜ　見せるなオランウータン

http://www26.atwiki.jp/hakusai/pages/83.html


日本への愛が　彼にはある

喜怒哀楽すべて　感じられる

僕たちのリーダー　それは麻生太郎さ

ねえ閣下いつかは　総理官邸で会おう！

「総裁選で派閥に反して麻生氏を支えたのは？鳩山邦夫と甘利明」

派閥なんて関係ねぇ！

リーダーは麻生太郎さ

「そしてあれが中川昭一と菅義偉って言うんだ、彼らも男らしいよ」

祖国だからこそ　良くなってほしい

忘れるな民意

「ねぇ、あれは誰？」

「あれは北村弁護士、畑違いなのに応援に来たんだって」

「えー行列の人？」

自民はどうでもいい　俺は麻生が大好き

「あれは安倍晋三だよ、メンタル面（麺→タレ→麺）が弱いけど麻生には信頼をおいてるらし

いよ」

陰謀説なんて…　かっこ悪いぜ
見せるなオランウータン



発言はいつも　スリリング

奇想天外だね　麻生節

育ちの悪いボンボン　それは麻生太郎さ

ねぇ閣下いつかは　総理官邸で会おう！

官邸で会おう！

==============================

空耳関係は全てあると思っていたのですが、コレだけ無かったので。

何かあるワケでは無いですよね？

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.03.03 Mon

http://jugem.jp/theme/c190/942/


「ｳｯｰｳｯｰｳﾏｳﾏ(ﾟ∀ﾟ)」テンプレ

ｳﾏｳﾏの作り方。

「ｳｯｰｳｯｰｳﾏｳﾏ(ﾟ∀ﾟ)」の画像テンプレ作成中です。
元祖を分解してみたら１０枚の動画が0.5秒の１２コマで動くようになっていました。
フォトショップデータかPDFでまとめて、この記事の所に置きたいと思います。

無駄にタイムシートなんか作ってみたりして。

よく分からなければ、５枚目と１０枚目を増やしてみて、全部で１２コマで動くように作ればそ

れなりに音楽に合わせて動くハズです。

【完成版はこちら】

※こちらのブログの素材を使用しても良いのですが、その際は引用元としてそちらのブログなり

に掲載をお願いします※

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=213


JUGEMテーマ：フラッシュ・動画
2008.03.05 Wed

http://jugem.jp/theme/c189/1236/


『シムピープル』

廃人ゲーム『シムピープル』を購入してしまいました。

ソフマップで９８０円とかアホみたいな値段だったので。

Windows Meとかの時代のソフトで、動作の保証は出来ませんよと言われましたがVistaでも動き
ました。

公式サイトに行ってパッチをダウンロードして、その他にも色々とアイテムがダウンロード出来

るようなので色々持ってきました。

自販機とかマクドナルドのワゴンとか、ペットとしてトイプードルとかもありました。

家の前に風船を置くと人が寄ってくるとか、どんだけアホの子達…。
何か、アメリカのドラマ（シムピ自体がアメリカのソフトなので）のキャラクターなど何点かの

人アイテムがありました。

ステージは自宅周辺とダウンタウンという街の２つがあるようです。

説明を見ると『子供は一生子供のまま、大人は永遠に年を取らない』とあります。

赤ん坊も生まれたりするようで（男女で結婚した場合）３日で子供になるようです。

家族単位でグループが作れて、仲が良くなって結婚するとその家族グループに迎えられ、姓名も

変えられるとか、日本仕様？

これから設定をする予定ですが、大きく太った人間は作れるんでしょうか？

服の仕様とかも気になる。

性格は結構細かく決められるようです。

シムピープル完全版

JUGEMテーマ：ゲーム

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000677Z1/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/theme/c277/14/


2008.03.06 Thu



リボーン

相方のリクエストで描いてみた『かてきょヒットマンREBORN』
タイトルが合っているかさえもも分からないカンジなのですが。

携帯での画像なので、後でスキャンし直します。※画像修正しました。

個人的には２０年後のリボーン（１歳の赤ん坊が成長した方）とかランボが気になりました。

しかし資料がwikipediaとファンサイトの小説のみ、立ち寄ったブクオフには１冊も無かったので
。

（リボーン系は小説サイトが多い？）

相方のオススメで『君と二人』という曲を入手、携帯の着メロにしたいようですが自分は音楽屋

では無いので、作成出来ず。

（同人音楽なので着メロサイトには無い）

というか携帯はウィルコムなので、どんだけデータ貰おうが送ろうが定額だからいいのですが、

もし出来たとしても送っていいの？

こっちはパケ代も毎月70万円↑は軽く超えてますが、定額なので携帯代は月6800円↑↓（誤
差100円程度）



他の会社は凄いそうじゃないですか、携帯代で万とかありえん。

…何か携帯の話になってしまいました。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.03.08 Sat

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


一番お気に入りのMS『ジオング』

画像整理してたらこんなモノが出てきたので。

机の前に飾ってあるジオングです。

足が無い具合が未完の美というカンジで好きです。

腕も伸びます。

有線サイコミュのシーンですね。



食玩のピンクタチコマくんとジオング。

他にも『アッガイ』と『デスザイズ（映画版）』がありますが、未だ箱の中。

作りたい、けど色やフォルムにこだわりたい。

アッガイの色をいい具合にラメの入ったチョコレート色にしてみたいし。

デスサイズのマントをカスタムしたい。

JUGEMテーマ：プラモデル
2008.03.10 Mon

http://jugem.jp/theme/c137/1092/


SIMカテゴリでも作ろうかな。

深夜に起きてホラー番組を見るピヨシート

シムピープルをはじめて４日ぐらいですが、色々と不具合が。

色々スキンなどを入れてるウチにエラーが発生し、止まったと思ったら「user data」が何故か読
み取り専用にチェックが入り、解除出来ない状況に。

コマンド　プロンプトというもので設定し直したり、再インスコしたりしてもその設定が直ら

ない。

現在ちょっと停止中。

シムのきっかけは、かなり昔に風のウワサでそういう覗き要素がある変態ゲームがあるらしいと

いうのを聞いたので。

前から探してたのですが、最近になってソフマップで見つけて激しく安かったので即購入。

キャラをかなりカスタム出来るのは知っていましたが、元があんなのだとは知らなかった。

かなりグロいじゃないですか『シム最適化計画』を見ながら元スキンのBMPをほぼ全て削除。
アメリカのキャラクターは顎が大きいような気がする。

JUGEMテーマ：ゲーム
2008.03.10 Mon

http://www4.ocn.ne.jp/~pepti/data/0001.html
http://jugem.jp/theme/c277/14/


【ありがと】最終回の王子様【テニプリ】

マトモに見たテニスが最終回だなんて…。
いや、前にもリボーンの方とは違う相方の指令で氷帝の辺りを見た事はありました、その当時は

凄く飛ぶテニスなんだなと思ってました。

こんなに凄まじいマンガだったなんて…。
JASRAC申請中ですか…恐れ入りました。

今回のおチビリョーマと最終回リョーマは、これ見て思いついて描きました。

１話は見た記憶が少々ある。

【ニコニコ動画】【最終回】　たしけ画　比較　【初登場】

いや、コレ以外にも資料はあったけど。

越前の目が結構大きかったという事は、やっぱり成長したんですね。

桜乃と桃先輩が結構成長していて、一番変わったのは跡部ではないでしょうか。

あんなに可愛かったんですね。

ラスボスが魔王様、最初からブレの無いふつくしさでした。

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.03.11 Tue

http://www.nicovideo.jp/watch/sm2510561
http://jugem.jp/theme/c190/942/


V→Xはﾀﾞｳﾝｸﾞﾚｰﾄﾞじゃなくてどっちかと言うとｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾｣

——————————————-┬┘
　　　　　　　　　　　 　　 　 　　 　 　 |
　　 　 　 ＿＿＿＿.＿＿＿＿ 　　　|
　　　　　|　 　 　 　 | 　 　　　　|　　 |　
　　　　　|　 　 　 　 | ∧＿∧　|　　 | 
　　　　　|　 　 　 　 |（　´∀｀）つ ミ | 
　　　　　|　 　 　 　 |/ ⊃　 ﾉ　|　　 |
　 　 　 　‾‾‾‾'‾‾‾‾　 　 | 　　 ミ Vista

しようと思ったらhome Basicはダウングレード権がありません、と。
XPのソフトがあったからインストールしようと思ったら出来ない状態。
権利とか、何それ？

Vistaだとシムピのスキンが作れなかったり、ダウンロードする際にいちいち聞いてきたり、フォ
ルダの中の画像が見えにくかったり。

とにかく全ての動作が遅い、メモリ2Gなのに。
XPにしたい、2000でもいい。
Vistaとはサヨナラしたい、なんか疲れるこのOS。

JUGEMテーマ：Windows

>>nagabuchiさん

全て試してみたらかなり動きが良くなりました。

ファイルがすぐに開きます、前はヌルッと開いていたのに。

クラシック表示がかなり懐かしいカンジです。

わざわざコメント頂きありがとうございました！

2008.03.12 Wed

http://jugem.jp/theme/c247/351/


コロネロ１０年後

リクで描きました、どうぞ。

色は諸事情につきマウスで入れました、ごめんよ。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.03.12 Wed

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


【オマケ】10年後ランボとリボーン

オマケにランボとリボーンも描いてみましたが、間違ってるかも。

どっちかと言うと20年後？
何にせよ資料が無いのでリボーンが若干違うような気がします。

しかも配置がズレています。

なじみの本屋にリボーンが無いんだってばよ。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.03.12 Wed

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


画像サイト更新

　　　　　「画像あります。」

画像が増えてきたのでこっちのサイトの表示を更新しました、こんな時期に。

2008.03.12 Wed

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


イメージですが比嘉は南イタリアだと思うのです。

比嘉中カテゴリがどんどん増えていっている状況、これは10日ぐらいに描いてた画像ですが。
やっぱりカテゴリ別に画像を分類した方が見やすいのかも？

今回の画像は「(南)イタリア」というテーマで描いてみています。
各校を国で表すとしたら

・比嘉→南イタリア（なんとなくマフィアのイメージ）

・立海→ドイツ（「負けてはならんのだ！」という所が）

・六角→スペイン（フリーダムでフレンドリーなカンジが）

・氷帝→フランス（唯我独尊っぷりと歩く18禁がいるので）
・銀華→カナダ（イメージが薄い）

※なんとなく個人的な感想です。

青学は思いつきませんでした、というか主人格なのでどこにでもなる、という事で。

■Picture　と　■Drowing　に画像があります。

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.03.15 Sat

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c190/942/


低気圧。

こう低気圧が続くと毎日クラクラしてしまいます。

あのメニエール病なのですが、低気圧とか水分が多いとめまいが出るので。

朝一にめまいが来ると一日中気持ち悪かったりして。

猫にたたき起こされるとツラい。

なので、そんな時は猫をめっしゃめっしゃに撫でまくったりしています。

不機嫌。

JUGEMテーマ：健康
2008.03.20 Thu

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


前に晴れた時の写真です。

久しぶりに猫、こんなに大きくなりました。

現在１歳５ヶ月で3.6kg少し小さいかもしれませんが食べて無いワケではないです。

何かを考えているような。

名前を呼んだらこの方向に顔を向けてました。



寝てる時に、指で小さい音を鳴らしながら顔の周りを一周させたら耳がそれに付いていっていた

ので耳は聞こえているようです。

どうやら無視してくれてるようです。

JUGEMテーマ：キジトラの猫
2008.03.20 Thu

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


画像置き場に色々とうｐしました。

色々と昔の画像とかも置いてみました。

描いた日にちとかバラバラになってきてますが、そう変化も無いです。

JUGEMテーマ：イラスト
2008.03.21 Fri

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c279/1653/


なかよしパン。

深夜にテレビを見ていたら、ビギンの人が色々沖縄のパンを持ってきていてその中に「なかよし

パン」というものがありました。

調べてみたら、どうやら８分割してみんなで食べるパンだそうです。

沖縄的な発想というカンジです。



描いてみた。

大きい画像を見る

【テニプリ｜比嘉中なかよしパン】FC2サイトが開きます。
※こっちにパン画像があります。

タニシ様の持っているものはネギマだったりしますが。

ごめんよ、不知火、新垣。

制服間違い、ネクタイとかしてないですね、公式。

沖縄でネクタイとかヤバい。

【オマケ】

なんとなく。

脳味噌に浮かんだだけです。

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.03.22 Sat

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/ga/tennis15.html
http://jugem.jp/theme/c190/942/


今日の桜

なんとなく湯たんぽが離せない日々ですが。

桜が半分咲いてました。

桜が少しだけ咲いていたので、雨で散ったのかと思ってよく見てみたらまだ蕾の状態でした。

何か最近視力が落ちてきたような気がしました。

ここは夜桜が綺麗なので帰宅時に写真でも撮って帰ります。

27日からの国際アニメフェスにアンシャントマンが出展（？）するそうなので、企業日のみ顔を
出す予定です。

JUGEMテーマ：【JUGEM公認】桜２００８
2008.03.26 Wed

http://jugem.jp/theme/c227/3342/


国際アニメフェアに行ってきました。

「国際アニメフェア」行ってきました。

かなり疲れてて眠いです、コメントは後日書き直しますので、まずは写真でだけでもこの雰囲気

を感じてみて下さい。

※後日追記文と共に、コメントうｐしました。

一番の記念撮影ポイント。

企業さんの誰かが「鋼の弟」と言ってました。

映画の時はTBSの女子アナ（ピノコ）に「仲の良すぎる兄弟」とも言われていました。
幼なじみ（女）より兄を選んだ弟…。

nice boat.スクイズのシーツを販売、右上の若頭も気になりました。



企業日は静かでしたが、一般日は子供が来るので紙キャップを配布していました。

当然貰いました。

中東ドバイのブース、ラクダのキャラクター。

アニメフェアなのにキャラクターのみを展示。

アニメという趣旨を理解しているのか微妙。



初音ミクやFeta.の２頭身キャラ「ねんどろいど」のフィギュア制作会社さんとか。
モニターにはアイマスが。

ブロッコリーブースで配布しているトレカ。

今回は雲雀さんのみだそうです。

後日追記※しかも早めに行かないと無くなってしまう模様。

予想外？



コレがブロッコリーのブース。

後日追記※REBORN関連を出しているのはココだけなので何か周辺混んでた。

上記の通りREBORNについては、これらの写真撮っただけしかありませんでした。
制作側とファンとの温度差を感じる。。。

空飛ぶピカチュウ。

しかし、ポケモン関連もあったのかどうか確認出来ず。



創聖のアクエリオンに出ていた声優さん？

右の方にカメラがあって収録中でした。

後日追記※同じブースで新しい方の「マクロスF」もやっていました、多分そっちの方の声優さん
。

どこかで見た事があるような気もする。

5月31日に何か出るそうです。
近くでは別のwebアニメの広告もしてました。

▼中国三連発



Flashより動きがアレなアニメ。

コレは良い方。

歴史モノ？置物が怖い。

中国系は結構多いです、韓国は「冬のソナタ」をアニメ化するそうです。



なぜか東京都ブース、画面には「みのもんた」

オリンピック招致をしていました、全く関係無いです。

選手村だけ建てるというのは？　今。

この日ガンダムの西井さんが来ていました。

スタッフを連れてキャンプして川でスイカ流してしまった西井さん。

徹夜明けでスタジオから自宅に戻る途中で何度も車をぶつけてしまう西井さん。

そんなお祭り好きな西井さん。

JUGEMテーマ：アニメなんでも
2008.03.27 Thu

http://jugem.jp/theme/c194/1540/


アニメフェア２

何かREBORNばかりですみません。
色々な所にポスターが点在しています。

ちなみにテニス関連は見つかりませんでした。



これはブロッコリーのブースにあった帽子。

ツナとリボーンになれるよ！

かぶってみるとリボーンというよりハロウィンの魔女。

そういえばリオン（帽子に乗ってるカメレオン）含め、リボーンはハロウィンカラー…。

ほとんどブース内にいてお絵かき（+新刊読書）してたんで、他の写真は撮ってませんでした。
海外からの人がかなり多い、そこでかなりの美形さんもいたんで描いてみました。

（携帯の写真ですみません）

真っ白だったのに目の周りにクマが。



同じブースにハルヒと長門コスの人達がいて、珍プレーをしてくれていたので、その他諸々後日

レポートを描きたいと思います。

明日も実は行ってきます。

JUGEMテーマ：アニメなんでも
2008.03.29 Sat

http://jugem.jp/theme/c194/1540/


アニメフェア最終回

またREBORNですが、REBORN関連は写真できるだけ撮りました。
これで全部か？まだあるかも…どこかに。

一応自分にとっては最終日でした。

松山さん（斉藤工似）お疲れさまでした、いや…まだ明日もありますね。

前回ちゃんと撮れて無かった中国の人形です、何かこの国のデザインはどうしてこう…。気持ち
悪いのだろう…。
台湾はいいのに、ウチのPCは台湾製のacer。
見た目も良いですが、メモリ4Gモデルもある（ウチのは2G）A4サイズの小型デスクトップ。
きっと違う国。



出展は松山さんも言っていましたが深夜アニメ系、確かに多かったです、あと海外も。

スポンジボブの帽子手に入れましたヽ(´ー`)ノ ﾜｰｲ子供ｻｲｽﾞｰ

あと、ガンダム00ですかね？
スクリーンに何やらキャラ（自分がちょっと見れたのはオレンジ色のメットのキャラでした）が

写る度に女の子達の絶叫が会場中に響きわたっていたのが凄かったです。

帰りのゆりかもめでは「有明テニスの森駅」の側にあるドームでリアルテニスの王子様達がドー

ム周りを走っていました。

ユニフォームなどの雰囲気からして不動峰でした。

いい〆になりました、ありがとう王子達。

JUGEMテーマ：アニメなんでも
2008.03.29 Sat

http://jugem.jp/theme/c194/1540/


夜桜

今回（アニフェア）の帰りに撮影しました。

こちらは27日の桜です。
最初、サイズが大きかったので掲載出来なかったもの。

圧縮して掲載、本当はもっと綺麗。



29日の桜。
そういえば花びらがあまり散っていない。

ポトマック桜という種類です、ワシントンにある桜と同じもの。

去年の今頃も桜の写真を貼ってたと思う。

【さくら（遅い）】

去年は４月半ば、今年は開花が早かったようです。

JUGEMテーマ：【JUGEM公認】桜２００８
2008.03.30 Sun

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=19
http://jugem.jp/theme/c227/3342/


リボーン　Beretta

リボーン10年後、というかもはや20年後。

この画像のカラー版はこちら。

今回描いてみたハンドガンはBeretta M92FS エリートCQB
やっぱりイタリアと言えばベレッタ、女性ファンも多いそうです。

こんなカンジの画像をREBORNでは描いていきたいと思ってます。
コロネロだと色々銃器関連が描きやすいし。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20081125_452203.jpg


ランボだとバズーカーとか？

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.03.31 Mon

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


コロネロ　伊海軍服

コロネロ10年後、これも例によって20年後に見えます。

イタリア海軍の制服だそうです。

コロネロが大人しく正装するとも思えませんが。

【中田商店】（ミリタリーで有名な所）で、イタリア軍モノを探してみたら

ヨーロッパ軍モノ→その他

で、数も少ない…あの中田商店なのに！
これもイタリア軍が面白過ぎるからでしょうか。

・7日間行軍してきた道の先に敵軍を発見して3日間で撤退していった。
・放置していても脱走する気配が無いイタリア軍捕虜。

・ドイツ人捕虜は脱走用に地下道を掘り、日本人捕虜は房内で自決しており、イタリア人捕虜は

金網越しに地元の女の子をナンパしていた。

最後のは日独伊の例え話ですが、イタリアらしいオチ。

http://www.nakatashoten.com/


他にも何か色々、軍隊なのに微笑ましいエピソードがあるイタリア軍。

なのにマフィア最強とか、どういう国よ？

JUGEMテーマ：同人/REBORN!

>>Taiwanese writerさん
Thank you for comment.
There is a friend in Taiwan. 
Taiwan are felt by like the nearby country. 
2008.03.31 Mon

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


リボーン　ツナ　Glock

ツナ。

Glock 17　このモデルガンは実際に持ってます。
【画像あります。】

にここに表示してない新作画像とか、多数REBORN!絵をうｐしました。
今まで溜まってたのを整理しただけ。

他にもあるけど、まだ綺麗にしてないので。

「擬人化スポンジボブ」とか…原作が既に擬人化かも、スポンジとヒトデとリスだし。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.03.31 Mon

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


ウチの猫をちょっと強そうにしてみました。

ライオンにさせてみました。

ちょっと逃げた。

でもちょっと可愛い顔をしていたので掲載。

自分が担当していたこの【オゾンショップ】ライオンに似たモノを見つけたので、着せてみま

した。

そういえば4月2日、親父お誕生日おめでとう。

JUGEMテーマ：キジトラの猫
2008.04.02 Wed

http://www.ozone-shop.jp/
http://jugem.jp/theme/c154/2455/


メタルギアソリッド３【MAD】集

以前の記事【銀魂見てからネカフェでスネーク三昧】(別に尾行をしていたワケでは無いです)で紹
介しっぱなしだったMADを改めて整理してみました。
リンク切れもあったので、それも含め再掲載。

それと新しいのも追加。

【Metal Gear Solid 3 SE】

M.I.P.の曲
ラリー・ミューレン&アダム・クレイトン

【空から降る一億の兵士】

延々と同じ事を繰り返していますが、online当時の空気感が分かると思います。

【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。

【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かもしれない。

【さよならＭＧＯ】

　段ボール最強説。

【METAL GEAR AHOD -黒毛和牛Remix-】

　BGMだけでこんなにも変わる、大好き〜よ。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=43


【【MAD】かくだんとう】

　あなたと　あたし　核弾頭。

【メタルギアソリッド3　撲殺天使スネークちゃん 】

ぴぴるぴるぴる〜。

【老いらくの恋】

わが人生に一片の悔い無し。

毎回の事ながら、ださすぎるオセロット。

【【MAD】(メタルギア) スネークキッス〜ビッグボスだも〜ん〜】

スネーク×オタコンなのか。

【メタルギアエンジェルA】　　削除されました。　　こぎゃる！
【メタルギアエンジェルZ】　　削除されました。　エンジェルの曲はメタルギアに合う。
【可哀想な通信兵】　　削除されました。　現状維持で頑張れ。

JUGEMテーマ：YouTube
2008.04.03 Thu

http://jugem.jp/theme/c95/512/


ありがとうございました。arigatou!

====jerome degeilh===============
Konnichiwa 
Watashino namae jerome dese 
exchange , talk , information french nippon
matane 
=============================
Bonjour.
Merci pour un email.
2008.04.03 Thu



バレキス比嘉中

昨日からテニスの再放送が始まりました。（もしかしたら関東だけかもしれない…）
本編(Cパート)が追加、どこまでやるのか気がかりですが、多分本放送の時と同じように「さよな
ら王子様」までかもしれない。

OVAまではやらない気がする。

今更なカンジですが「バレンタインデーキス」比嘉中バージョンを描いてみました。

例の掛け合いも。

FC2の方のサイト【画像あります。】に全体画像を置きました。

↓このCDの内容そのまま描いてみました。
バレンタイン・キッス [Limited Edition] [Maxi]

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0010KRT4O/nightow-yukiko-22/ref=nosim


そのままなんですよ。

あと焼肉の王子様のCMについても。

滝さんが…。

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.04.04 Fri

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c190/942/


REBORN!コロツナ

相方に「おれの為にコロツナにハマって！」と言われたのでコロツナってみました。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.04 Fri

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/reborn11-0.html
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


伊東鴨太郎

昨日の「銀魂」ですが原作が去年の6月なんですね、その時点で「どんだけ〜」が流行語大賞とか
。

そんなに「どんだけ」凄かったのか、使ったこと無い。

「伊東鴨太郎」

そこまで原作を読んでませんでしたので存在すら知りませんでした。

この短髪スクエア眼鏡…この最燃えポイントを凝縮したようなキャラは一体…。

伊東甲子太郎は新撰組（本家）の参謀でした、新撰組メンバーの中で一番のお気に入りだったの

に友人に否定された思い出が…。
そっちの土方萌えの方が普通過ぎる！

【画像あります。】　銀魂の画像が増えてきたんでカテゴリを分けました。

子供の銀さんも描いてみたりしたので増えた。

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


JUGEMテーマ：銀魂
2008.04.04 Fri

http://jugem.jp/theme/c190/839/


一応携帯サイトを作ってみた。

一応画像置き場の方の携帯サイトを作ってみました。

置いてる画像はPC用サイトと同じです。
現在は上記に記載がある画像のみ。

▼アドレス

http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/



JUGEMテーマ：イラスト
2008.04.04 Fri

http://jugem.jp/theme/c279/1653/


リアルメガネメガネ

見えにくいようであれば、画像をクリックして下さい。

FC2のこの画像が置いてある所に飛びます。

2008年の3月27日から4日間開催された「東京国際アニメフェア」にて。前の記事でも書きまし
たが、ハルヒのコスプレイヤーさん達がナイスプレーをしてくれたので、ちょっと描いてみま

した。

あと、ウチの社長の松山さんが『エッフェル塔の孫から名刺を貰った！』というものも。

グレイアッシュな髪の色で色白（当たり前ですが）美人な方でした、男性です。

JUGEMテーマ：イラスト
2008.04.05 Sat

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/megane1-0.html
http://jugem.jp/theme/c279/1653/


クローム髑髏ちゃん

誰かが描いてると思ったけど、意外と無かった。

「撲殺天使クローム髑髏ちゃん」

ありモノのアニメ画像を繋げたモノはあるけど。

どうやら髑髏ちゃんは腐っ子ちゃん達に嫌われているようでコメントが殺伐…。
骸と仲が良いからだそうな…。
そんな事でやんや言うな。

こうなったら姉さんが描いてやる……。

と思ったけどムービーにするやり方が分からない…。

という事で絵だけ描いてみた。

「殴って！！」

「でもコレって僕の愛なの 」

他も描き途中。



動きませんよ。

というか　六道骸　初描きでした。

昔、髪型失敗して骸みたいになってた事は内緒。

2年前だけど。
ずっと中学生ぐらいに間違われ続けていた…。
パイナップルとも言われた…。

▼一応本家

【ニコニコ動画】【超高画質】撲殺天使ドクロちゃんOP『撲殺天使ドクロちゃん』

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.06 Sun

http://www.nicovideo.jp/watch/sm2713017
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


えこみイタリア語だと…。

　　

【オゾンショップ】

↑振り回しているのは布団たたきです。

現在描かせてもらってるこのキャラクターの妹の名前が「えこみ」

何か聞いた事があるなと思ってたら、イタリア語で

「Ecco mi」　　　エッコ　ミ
日本語で

「私はここよ」

(；ﾞﾟ'ωﾟ'）

JUGEMテーマ：イラスト
2008.04.07 Mon

http://www.ozone-shop.jp/
http://jugem.jp/theme/c279/1653/


コロネロ/カラシニコフ

スキャナーが読んでくれないので、写メですみません。

復帰したら全体を掲載します。

※画像変更しました。

（H.N.まぐろ）←だとか、そんな相方のリクエスト「原作で着てる服を着て 頭ボサボサのコロ
ネロ」

寝起き、という事だったんでしょうか、勝手に頭の中で「乱れコロネロ」と変換してしまいま

した。

中が脱げてます。

持ってるのはカラシニコフ、無骨なカンジが好きです。

機構がただの箱っぽい所とか。

ラル・ミルチがモズバーグ持ってたんですね、それも好きです。

女の子がゴツいライフルを振りかざすカンジ。

萌系でなく、ミルチぐらいのがいい。



萌が振りかざす面白さもありますが。

ライフルも日本刀に通ずる美しさがあると思うのです。

個人的な意見ですが。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.08 Tue

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


リボラン+10

相方リクで（最近は指令を出されて描いてるような…）「もう一回リボーン10年後」
やっと10年後らしく描けました。
例によって写メ、スキャナー復活しないかな…。
後日ちゃんとしたのに差し替えます。

※画像差し替えました。

リボーン10年後で11歳、ランボ10年後で15歳。

見えにくいので部分拡大。

▼リボーン

声はまだニーコっぽい。



レオンを普通のカメレオンっぽく。

▼ランボ

ランボを泣かせてみたかったので。

ランボを付け足したのは自分の趣味です。

何だろうこの小５と中３。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.09 Wed

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


ブリタBLITA

最近は浄水ポットのブリタを使いまくってます。

近所の百貨店で安かったので。

キッカケはそれよりも、湧き水を汲んできたのですがどうもほんの少ーし泥臭くハンディな浄水

器が無いか探してたんで。

気にし過ぎなのかもしれませんが、人の体調が匂いで分かったり、三宅島の硫黄の匂いが埼玉で

分かったぐらい（かなり前ですが）おかしい鼻なので気になっただけ。

花粉症は猫アレルギーなので無いです。

1.1L用なので使用している細めのポットに丁度入るくらいの量。
水道水は４回ぐらい通さないとカルキの匂いは取れないカンジですが、浄水すればミネラルウォ

ーターぐらい飲める水になります。

水道水がミネラルウォーターになるドイツの魔法。

（ブリタはドイツ製です）

深夜にペットボトルから移し変えながら浄水。

その間に猫にちょっかい出されながらメール。

最近はそんなカンジです。

買いだめしてたコカ・コーラ切れた…。

JUGEMテーマ：ミネラルウォーター
2008.04.09 Wed

http://jugem.jp/theme/c210/1859/


REBORN！ジョット

相方とのメールでジョット（ボンゴレ1代目）の話題になったので描こうと思って資料を探してみ
たらコスプレさんの写真しか見当たりませんでした。

なのでその衣装を見ながら勘で描いてみました。

コレを送った所、相方から資料写真が届きました。

▼原作のジョット



かなり違ってるやないですか。

もう少し、というかかなり幼い。

もっと可愛いカンジなのか…。

あと他にも資料を送ってもらいました、スカルはリボーンのパシリで虐めてナンボだとか。

何か色々。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.10 Thu

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


試供品届いた。

【オゾンショップ】

松山さん及びエコデザイン様「オゾン化粧品」の試供品が届いたので数日間使用してみました。

届いてすぐの時はベタベタし過ぎだったり、ピリピリしていい事書けないカンジだったんでどう

しようかな…と思ってたんですが、数日間の使用でなんとなく様子が掴めてきました。

化粧水と美容液と乳液。

若い人だと肌にまだ油があるので向かないようなカンジで、年齢微妙ないわゆるドモホルン層

未満、肌水以上、には合っている、というかそれよりも軽め。

打ち合わせの時に「主婦層向け」と言ってたので、そういえばそのぐらいの人向けかも。

乳液は蜂蜜ぐらいベトベトですが、少量取って使えば通常のスベスベぐらいの肌質に。

親が使うようなアンチエイジなんちゃらは結構ベトベトしていたりするので、それよりも使いや

すいです。

今までこういった化粧品をあまり使わなくなっていた、というか化粧水も使ってなかったので乾

燥の方は1日〜2日ぐらいで回復。
アレルギー体質なんで、基礎化粧品？とか化粧水とかコラー○ンゲルなどそういった化粧品でか

ぶれていたので使用をやめていて、今回もピリピリしたのでヤバいかもと思っていたのですが、

小さい毛穴が閉じていってピリピリも無くなってきました。

これからの季節だったら１週間に１度くらいが丁度いいかも。

少量使用でコレなのでサンプルサイズが丁度いいな、と思ったりもしました。

化粧水は防腐剤無しのアレ30ml（ファンケルとか言うやつ？）ぐらいの量とか。

あと化粧品と同封の冊子はやっぱり何と言うか、恐いカンジがしました。

http://www.ozone-shop.jp/


変えるべきはそのブックレットだと思いました。

↓ちなみに自分は30代じゃ無いんだぜ…↓
このくらいの年齢の人にオススメって製造元が言ってたので。

JUGEMテーマ：30代のスキンケア

■トラックバック■

2008/04/16
当店のオリジナルキャラクター・ゾン太郎のイラストを描いていただいてる、ナイトウユキコさ

んにオゾン化粧品のレビューをいただきました。ありがとうございます！... 
ブログ名 オゾンショップブログ 
URL http://ozone-shop.jugem.jp/?eid=2

2008/04/16
当店のオリジナルキャラクター・ゾン太郎のイラストを描いていただいてる、ナイトウユキコさ

んにオゾン化粧品のレビューをいただきました。ありがとうございます！ レビュー記事はこ
ちら... 
ブログ名 オゾンショップブログ 
URL http://ozone-shop.jugem.jp/?eid=5
2008.04.12 Sat

http://jugem.jp/theme/c119/299/
http://ozone-shop.jugem.jp/?eid=2
http://ozone-shop.jugem.jp/?eid=5


リクエストはリアルタイムに進行している。

本当にさっき相方リクエスト（指令）を受け、描かせて頂きました。

「眼鏡をかけたコロネロ」

眼鏡ではよく分からないかもしれないと思ったので、手にはコロネロのバンダナを描いてみま

した。

あと、雲雀さん。



カラオケ歌ってますが、何故歌っているのかはスキャナーが復活してから…。
特に何もひねりも無いネタなんですが。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.12 Sat

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


コロネロとスカル

相方（司令官）に送ったメールのコブラツイストについての説明で添付した画像です。

なぜコロネロがスカルをコブラツイストしてるのかとか。

色々あるかと思いますが。

それは相方（司令官）に送ったメールに全て書きました。

…ただ、コロネロ先輩が後輩スカルを可愛がっているだけです。

それにしてもスキャナーが元に戻らない。

LED球は問題ないんですが、読み込みがおかしい。
再インストールすれば直るのかと言ったら、前回はそれでもダメだったし。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.12 Sat

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


眼鏡ツナ

眼鏡シリーズ。

１４歳ツナに眼鏡をさせてみた。

何だかネギ先生みたいです。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.12 Sat

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


グラサンでリボラン

眼鏡シリーズ「リボーンとランボ」

というかこの二人だとグラサン。

リボーンが可愛く見える…。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.14 Mon

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


イタリア語とロシア語歌詞の曲

相方とイタリア語歌詞の曲の話になり、以下の曲を紹介してみました。

攻殻機動隊2nd G.I.G.のもの。

▼イタリア語「i do」

▼イタリア語「Cyberbird」
アニメはジガバチの回、英語吹替版です。

タチコマの「あわわ〜」はそのまま玉川さん、バトーさんの声が若干高いような…。

▼ロシア語＋英語「Rize」とイタリア語＋英語「I can't be cool」

▼ロシア語「Inner Universe」

ロシア語の方を歌っているのはロシア出身の歌手「Origa」
ライブ映像∀ガンダム「月の繭」日本語部分もOriga、指揮が菅野さんです。
若干音が小さいです。

Origa【イーラ・オブ・クイーンズ】

ちなみに菅野さんは凄い　兄声　です。

【ニコニコ動画】菅野よう子インタビュー

JUGEMテーマ：お気に入り
2008.04.15 Tue

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000D8RN2/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.nicovideo.jp/watch/sm674983
http://jugem.jp/theme/c58/2206/


メニエールの書字検査とか

テレビでメニエール病の事がやっていたのですが。

内耳バランス検査方法で書字検査（ペンを筆のように持って目を閉じて書いた場合どちらに傾く

かというもの）というのをやっていたので試してみたらどちらも異常はありませんでした、が。

絵を描くのに身体のバランスに頼って描かない方法で描いているので自動的に修正しているよう

な気がします。

ペンで紙を削るようなイメージ。

中学生ぐらいの頃からまっすぐ歩けないぐらいバランスの悪い子だったので、紙がどんな角度

であっても描けるようになりました。

よく会場で直角にして描く事もあるので。

と言うか油彩の描き方が、まず画面の構成を頭でイメージして、そこに絵の具を画面に置いてい

くように描きます。

（もちろんその前にクロッキー（紙に下書き）をして、それを隣に置いたキャンバスに目で見て

写していきます）

なのでペンを筆のように持ってもバランス修正しながら描ける。

という事なのです。

テーブルに置いた紙にべったり突っ伏して描く人を見た時は、何か違いを感じました。

その前にやっていたフォークの検査（金属の柄を歯に挟んで先端を叩いて頭の中心で鳴っている

かを調べる骨伝導の検査）は左がコンコンで右がキンキンと聞こえるカンジ。

テレビの二重音声も曇った日本語と鮮明な英語、というかほとんど英語しか聞こえてこないカン

ジです。

全く左が聞こえないワケではないですが。

ミュージシャンでも無いので全く生活に支障は無いですが、人混みはフラフラするので苦手

です。

2008.04.15 Tue



REBORNカード&グミ

『REBORNカード&グミ』
に手を出してしまいました。

その中の１枚ですが。

もしかして書き下ろし雲雀さん？

いきなり引いてしまいました　(ﾟдﾟ)y~ yahoo!引きﾂﾖｰ!
あとコロネロとかランボさんも欲しいので、大人買いするか。

グミうめぇ。

JUGEMテーマ：家庭教師ヒットマンREBORN！
2008.04.16 Wed

http://jugem.jp/theme/c190/1491/


わさびうまい。

わさびうめぇ。

いつもわさび醤油を、ほぼわさびペーストにしてしまう自分ですが、この辛さは美味しかった

です。

でも所々ただのチップスだったり、かと思えば脳天直撃もあったり。

ムラがあるようです。

わさびパウダー。

この前、朝起きた時にふと『かいわれ大根…』と思ってしまった。
かいわれ大根の夢でも見てたんでしょうか。

ご飯に大根おろしのせて、そこに少し醤油をたらして食べるの旨い。

かんずり、辛味大根、コーレーグースー。

和風の辛みもいいですね。

JUGEMテーマ：デスソース+香辛料
2008.04.17 Thu

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


貴重なミントンが！

スポンジボブ見ながら描いてました。

貴重なミントンが！

テニスの後にミントンが殺られた。

某掲示板の同板に『餃子をポン酢で食べる奴は100%イケメン』スレが立っていましたが。
ポン酢で食べないんですか？

JUGEMテーマ：銀魂
2008.04.17 Thu

http://jugem.jp/theme/c190/839/


獄寺ツナでマンガ［修正記事］

相方（司令官）から続きが見たいと言われたので、携帯の写メですが別コマをうｐしてみました

。

※以前の記事と内容は変えてます。

ツナ→マグロで「マグロ」って単語をイタリア語で聞いたことがあるな、と思ったので。



というイタリア語ネタでした。

magroﾏｰｸﾞﾛ：やせた、貧弱な
mangiareﾏﾝｼﾞｬｰﾚ：食べる
２コマ目見えにくいですが「むしろmangiareしたい…」と書いてあります。
ちなみにﾏﾝｼﾞｬｰﾚには「物欲しげに見る（mangiare congli occni）」という意味もあります。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.18 Fri

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


10(15?)年後リボツナ

10(15)年後捏造。
捏造？

セクシー児童ことリボーン11歳(16歳)。
と、ロリータ親分綱吉24歳(29歳)。

マクロスF見ながら書いてますが、アニメフェアの記事にも書きましたけど12000年前から愛して
ました。

ヒロインよ…。
どうしてアイドルは酒焼けしたような声になるんでしょうか？

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.19 Sat

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


ちょ…スク水。

相方の「ツナはスクール水着が似合いそう、もちろん女子用」というトンデモ指令で描いた。

チビリボーンはコスプレ要員、可愛えぇやろぉ〜（o'∀`o）

フゥ太とツナがショタ愛好者（？）に人気があるという話題になって、こんな事に。

確かに似合うかも…あとアンナミラーズとか？
コスプレ→アンミラの発想は古いのかもしれませんが。

▼アンミラ制服で調べてみた所、通販サイトを発見。

【コスプレの東雲社：アンナミラーズ制服】

ここのサイズ表記に

「XLは、男性が胸パッドを入れて着用する事を想定して設計してあります」
という記述が…。
XLの兄貴達…あんた達勇者だよ。
彼女に着せる為じゃない所が、何というか硬派。

女装少年は楽しい。

とりあえず今の所は

少年限定。

~~~~

JUGEMテーマ：同人/REBORN!

http://www.diana.dti.ne.jp/~grifon/main/anmila.htm
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


2008.04.21 Mon



ツナとコロネロで鍋

鍋の季節はもうそろそろ終わりそうですが、二人で鍋をつついている様子を、と指令官（相方）

のリクエストです。

コロネロが「野菜も食べろよ〜」とか

相方曰く「 きっとトロいツナたんの為に取り分けてくれてるんだ！」

イタリア人なのにツナに「箸の持ち方が違うぞ」とか言ってる、ようにも見えたり。

でもコロネロの箸の持ち方も裏箸だったり。。。

そもそも箸で指してる時点でマナー違反だという事に気が付きました。

水炊き美味い。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.21 Mon

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


飛翔time's

息子の居ぬ間に、懐のヘビを取り出す南次郎。

今回のスネークの一コマです。

それにしてもこの時間帯の

「テニス」→「銀魂」→「リボーン」→「ナルト」→「バッテリー」

という並びは凄いですね。

あと気になったのがジャンプ系アニメの時間帯のCMに流れるヴィダルサスーンとか。
やっぱりというカンジですが。

自分はミヨシに白椿です。

JUGEMテーマ：テニスの王子様
2008.04.24 Thu

http://jugem.jp/theme/c190/942/


バアッーテリー！

BLドラマかと思ってしまった。
突然SMプレイが始まったり、同級生の家にお泊まりとか。
痛いなら力抜けよ…とか、石鹸の香りが…とか。
俺はお前の女房とか、暗いと…とか。
ちょっとづつ違う気もしますが。

ちなみに右の先輩が石鹸の香り野郎です。

N○Kのドラマやアニメは色々と凄い気がします。
中学生日記もベルトカチャカチャだそうです。

JUGEMテーマ：日本のTVドラマ
2008.04.24 Thu

http://jugem.jp/theme/c242/819/


スキャナー借りてきました。

妹のスキャナー借りてきました。

プリンターとの複合機なのでかなり大きい。

↓以下の画像をアップしました。

EPSONなんですが、何だか仕様の違いか自分が使ってるCANONと調子が違うような…。
写真に強い仕様なのか、ゴミをかなりスキャンするのでゴミ取りが大変。

設定はコントラスト強めとか色々微調整してますが、どうも納得できないカンジ。

写真スキャンする場合は全く問題無いです。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.25 Fri

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


懐かしのサンリオ。

テレビを見たら日本放送協会で「初音ミク」…よりも金田朋子に驚き。

チャンネルを変えたら懐かしのサンリオの話題で、人気の下がったキャラに「けろっぴ」が、確

かにシール貼っちゃったりしてますね。

上の画像は、かなりハードに使用している鉛筆削りです。

それより何より「バットばつ丸」の頭のツンツンが毛髪だったのが衝撃的でした。

ペンギンの頭髪。

意外と「モヤモヤさまあ〜ず」をほとんど欠かさずに見ていたのに気が付きました。

でも毎回OPを欠かしてるのは他番組と微妙にかぶってるから。
ビビった、急にゴルゴ13が…。
時代遅れのM16…。
アサルトより通常のライフルが好きです。

ショットガンとか。

ベネリ社のM2とかモズバーグetc...

JUGEMテーマ：キティちゃん

■トラックバック■

2008/04/26
グッドスマイルカンパニーからボーカロイド初音ミクの1/8スケールフィギュア「キャラクターボ
ーカルシリーズ01... 

http://jugem.jp/theme/c145/2306/


ーカルシリーズ01... 
ブログ名 えぬぱすどっとねっと 
URL http://npass.net/archives/2008/04/hatsunemiku_figure.php
2008.04.26 Sat

http://npass.net/archives/2008/04/hatsunemiku_figure.php


コロネロ・カラシニコフ

以前の記事【ブログ：コロネロ/カラシニコフ】にも掲載してますが、改めて。

カラシニコフ・AK-47
どこかのグループ名の元にもなったぐらいメジャーなアサルトライフル。

上の絵と比べないで下さい(；・´ω｀・)色々と間違えてる…。

コロネロがイタリアの海軍という事だそうで、コミックスでも実際に

「PTRS 1941 シモノフ対戦車ライフル」が使用されていたそうです。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=237


↓使用武器、詳しくはこちら。

【MEDIAGUN DATABASE：家庭教師ヒットマンREBORN】

コロネロはイタリア軍人なのに靴紐が結べるくらい優秀なんだぜコラ。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.28 Mon

http://mgdb.himitsukichi.com/pukiwiki/?%B2%C8%C4%ED%B6%B5%BB%D5%A5%D2%A5%C3%A5%C8%A5%DE%A5%F3REBORN%21
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


PROFILEの絵。

←左にある『PROFILE』の画像を猫の後ろ姿じゃ何なので、変えた方がいいんじゃないかという
事に。

そこで自分と相方で、相方リクエストは『ツナギ』

もちろん下書きなので、変更したりもします。

だいたい最初のラフはこんなカンジです。

JUGEMテーマ：イラスト
2008.04.29 Tue

http://jugem.jp/theme/c279/1653/


子供だって旨い。

子供だって〜うまいんだも〜ん♪

ツナママ「お野菜食べられるコロネロは偉いね〜♪」

コロネロ「や…野菜ぐらい食べられるんだぜ、コラ…バカにすんじゃねーぞ」
リボーン「これ一杯で１日に必要な野菜が取れるのにな」

ツナママ「言っちゃダメだよリボーン」

コロネロ「！！」

-----------------------------------------
相方に送ったメール。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.04.30 Wed

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


鴨。

子鴨かわいいよ子鴨。

まさか鴨太郎がこうなるとは、来週死にそう鴨あぁ〜。

今日の銀魂

ヘリVS人間。
ヘリは大本のプロペラを切断するより、尾翼のプロペラを破壊する方が効率良く撃墜出来るとか

。

JUGEMテーマ：銀魂
2008.05.01 Thu

http://jugem.jp/theme/c190/839/


銀魂キャラ紹介。

相方が銀魂を知らないという事で、相方向けに少し紹介をしたいと思います。

まず右の人は「土方十四郎」です。

最近はヲタキングですがそれは呪いです。

ご飯の上にマヨネーズを山盛りにします。

髪型は短めに切った無造作スタイル。

愛読書はマガジン。

銀さんというのは左の人「坂田銀時」です。

現在（動乱編）は真選組コスプレ中です。

腰にさしている洞爺湖と彫られた木刀は「妖刀・星砕」

ご飯の上に宇治金時を山盛りにする甘党で糖尿寸前です。

髪は銀髪の天然パーマ。

愛読書はジャンプ。

普段は安全運転を心がけています。

相方は現在風邪だそうで、心配です。

JUGEMテーマ：銀魂
2008.05.02 Fri

http://jugem.jp/theme/c190/839/


名前はマルコですが女の子です。

最近の癒し画像。

寝顔みてると結構いつもベロ出してる。

毛繕いをしている最中に他のものに気を取られたりすると、出しっぱなしになってしまう事があ

るそうです。

という事は、毛繕いの最中に睡魔に襲われて眠ってしまった。

という事なんでしょうか。

この後、この手の隙間に指を入れたら『ぎゅ〜っ』と抱きしめてくれました。

癒しというか(*´Д`*)ハァハァでした。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.05.03 Sat

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


いつまでも小さい、猫が。

ユニクロの紙袋『星飛雄馬』 妹は『うる星やつら』だったようです。
袋や狭い所が好きで、コレも朝起きたら入ってたので写真に収めました。

この紙袋の大きさで分かるかもしれませんが、猫が…かなり小さいし軽い。
このまま持ち運び出来ます。

軽すぎてベッドの足元で寝てても分からなかったので、足を延ばしたらベッドの向こうに「

ドサッ」と落ちる音がしたので見てみたら、落ちた格好そのままで寝てました。

どうした事かすっかり１歳６ヶ月で成長が止まってしまったようで。

以前量った体重が３.６kgで、最近また成長してるかなと量ってみたら３.４kgに。
今度はご飯を食べさせて量ってみたら３.５kg
…女の子にヒドい事を。

いつも好きなときに好きなだけ食べさせていますが、これ以上大きくならないし太らない様子。

多分１日三回くらい（覚えてない）とおやつとか、凄い時だと夜食を要求してきたり。

１回の食事量も何グラムか量ってませんが、インスタントコーヒーのボトル（ブレンディ）１瓶

分のカリカリが３日ぐらいで無くなります。

でも人のものは食べないです、嗅がせても「いらない」というようにソッポ向いたり。

以前にパスタを食べさせたら食べたんですが、ご飯は食べませんでした。

マルコだけにイタリアン。

猫にも『痩せの大食い』があるんでしょうか。

猫ギャル曽根なのか…。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.05.03 Sat

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


ビジュアル系NEET

JUGEMテーマ：変な物見つけました。

”物”ではないんですが、ビジュアル系なNEETを見ました。
わりと若かったのですが、その時間帯は学生はいないハズの平日昼間でしたんで多分。

ゆとり特有のgdgd感と口ポカ。
髪型が前面が長髪で、後ろが上の絵のようにボブぐらい。

内側の髪がプラチナブロンドぐらいの金髪で、対照的に外側の髪が真っ黒。

母親と思われるぐらいの年齢の女性とgdgdスーパーで買い物してました。

それだけなんですが。

2008.05.03 Sat

http://jugem.jp/theme/c1/1040/


ホットファズ(Hot Fuzz)

ヒマなGWの深夜に映画の紹介でもします。

前記事【イギリスのテレビ・映画】に書きましたHot Fuzzですが日本公開が決定したようです。
公開は08年7月・渋谷のどこかの映画館で上映されるそうです。
自分にとってはブリティッシュの機内で見てから丁度１年後です。

邦題

「ホット・ファズ／俺たちスーパーポリスメン」

(ﾟдﾟ)……
【INTRO | 「HotFuzz／ホット・ファズ」の日本公開決定！！！】 

こちらで署名も行っていて、現在も署名（足跡を残すようなカンジの）受付中です。

【INTRO | 映画「Hot Fuzz／ホット・ファズ」劇場公開を求める会】
東京の署名888人目になってしまいました。

▼紹介動画[you tube]

【Hot Fuzz - the trailer that SHOULD have been shown, YARP.】予告編

【Hot Fuzz Trailer】コテコテのアクションコメディだというのが分かる予告編。

【HOT FUZZ: THE BEST TRAILER】サスペンス調　予告編

【Hot Fuzz In 5 Seconds】分かりやすい内容紹介

【Hot Fuzz Teaser 1】万引きＧメン編

【Hot Fuzz Teaser Trailer 1】はい先生、バナナは〜…。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=81
http://intro.ne.jp/contents/2008/04/05_0817.html
http://intro.ne.jp/contents/hotfuzz.html


【Simon Pegg & Nick Frost "Hot Fuzz" Jimmy Kimmel Live】abcで放映されたインタビュー

額が可愛いよSimon。
映画公開に合わせて来日するとか

あと、かなりどうでもいい話ですが今から福岡に帰ります。

ほぼ強制送還で１泊だけですが。

博多どんたくがあるようですが、それとは関係無いです。

あと、流暢な大阪弁のアンシャントマン社長松山さんの「実は鹿児島出身なんだよね…」には驚
かされました。

JUGEMテーマ：おすすめの一本！！
2008.05.04 Sun

http://jugem.jp/theme/c171/1100/


数日間ちょっとすみません。

ちょっとウチの田舎に久しぶりに帰省したら、ウィルコム電波圏外の地方でした。

画像は村の祭り『神幸』

ちょっと微妙に知られてる村（小説の舞台とか）なので、奥田民生のプロモ撮影に来てたとか。

なのでサイトの更新は７日ぐらいまで出来ないかもしれません。

この記事は電波の入る町に出て送っています。

何か色々写真があるので、後日うｐしたいと思います。

2008.05.05 Mon



地震雲？

こちら夕方の埼玉南部から東京方面を見た空です。

上に線みたいは光があって、真ん中に筋状の雲で、下に冠状の雲が出ています。

ぼやけてますが、見えますかね？

あと、もの凄く猫が行ったり来たり大騒ぎしてます。

地震雲の場合、下のサイトにあるものに当てはまるらしいのですが。

【地震の前兆現象 地震雲について】
発生期間は 　地震発生2週間前〜直前　だそうです。

お久しぶりの書き込み。

すみません、生きてます。

http://j-jis.com/yochi/zen_kumo.shtml


JUGEMテーマ：雲
2008.06.14 Sat

http://jugem.jp/theme/c142/1663/


カラオケ雲雀さん

以前の記事【リクエストはリアルタイムに進行している。】で書いていた雲雀さんの４コマ。

有名な【×-ペケ-】のパロディです。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=242


初めは雲雀さんにひばりを歌わせる予定でした。

獄寺君も沖縄民謡。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.06.20 Fri

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


日曜まで福岡に滞在。

博多の屋台村に来ています、が。

携帯忘れたので妹ので撮影したら使い方が分からずぼんやりとした画像に。

まず最初に天神の中州にある屋台で

・瓶ビールx4・天ぷら盛り合わせ・豚トロ8切れx2・タコ塩焼き・焼酎x2
で１万円↑

高いような気がする…タコ塩は6切れで¥800
そんなモンなの？

東京モンだから足下見られた？

天神の中州はオランダの都市の風景に似ているようです(妹談)

その後、博多の親戚の案内で天神の「一茶」という魚介を扱っている居酒屋に行かせて貰いま

した。

よく接待で使っているそうです。

久しぶりにくじら食べた、やっぱり旨い。

イサキは無いの？と言ったら(メニューにあったから)塩焼きで出してくれました。
旨かった。

その後にラーメンを食べようという事で西鉄福岡駅前の「久留米ラーメン大砲」に行ったのです

が23時までだったようです。
そんな時間だと屋台しかやってないので、また引き返して結局元の屋台村に。

そこの「長浜ラーメン」で食べました。

美味しかったけど麺がちょっと粉臭かった。

今回帰省したのはおばあちゃんの49日なので。
先月の4日が命日でした。
自分と同じ6月29日が誕生日で今年で92歳でした。

喪中なので今年は年賀状は無しという事で。

殺生もしてはいけないとの事で、狩りや釣りもダメです。



鳥居をくぐってはいけないので年末年始のお宮参りも行けないとか。

初めての喪中なので色々と分からない事だらけです。

ビール(コップ)x4・ビール(ジョッキ)・泡盛(水割り)でコレを書いています。
まとまらず、長文すみませんでした。

TVのチャンネルがよく分かりません…。

2008.06.21 Sat



ウィルコム携帯が圏外村から。

車で走ってる最中、タヌキや鼬(イタチ)が飛び出してきました。
こんな田舎まで来るとウィルコムは圏外ですが、他社はバッチリ電波が入ってるようです。

でもちょっと遠出すれば入るので問題ないのですが、海外で使えないのはちょっときつい。

使える地域も『タイと台湾のみ』というのも範囲が狭すぎるような。

もうちょっと海外と提携出来ないものかと。

SIMカードを入れ替えればウィルコムで出してる携帯内ならどれでも使い回しが出来るのが魅力で
すが、欧米特にヨーロッパ特にフランスでも使えるようになればいいなと思っています。

現在携帯料金はパケ放題が付いて毎月約6800円
7000円台までの範囲でパケ放題が付けば、他社の方が海外でも使えるのでそちらに魅力を感じ
ます。

しかもスマートフォンが次々に出るようで。

i-phoneなんか今使ってるのと同じ価格で出るようですし。
現在使っているのが3年目になったW-ZERO3［es］なので、それに近いモデルで料金が上記くら
いなら変えてもいい時期だと思います。

でもPHSだから通話の音質はいいし、病院でも使えるのがいいのですが、あまり通話しないので
音質の悪い他社でもいいんじゃないかと思っております。

JUGEMテーマ：福岡北九州

JUGEMテーマ：ケータイ
2008.06.22 Sun

http://jugem.jp/theme/c54/5474/
http://jugem.jp/theme/c251/444/


がくっぽいど-GACKPOID-

ミクに義兄弟(出している会社が違うので)が出来るようです。

※あとで色塗ります。

名前は「神威がくぽ」

Gacktの声をサンプリングしたGacktっぽい声のボーカロイドです。
キャラクターデザインは「ベルセルク」の三浦健太郎さん。

時報で呼び出し(下記参照)されて召集されたんだそうな。

ニコではもう既に「がくっぽいど」の動画が出回っているようで。

【ニコ動：「がくっぽいど」検索結果】

【ニコニコ動画】【神威】がくっぽいどデモ：Lovers Again【がくぽ】
聞いてみると何だかKAITOっぽいど。

という事で↓兄さんが援護射撃

【ニコニコ動画】【がくぽ？】がくがくにしてくれる♪【KAITO】

http://www.nicovideo.jp/tag/%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%81%A3%E3%81%BD%E3%81%84%E3%81%A9
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3709686
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3713622


そして仕事が早い。

【ニコニコ動画】がくぽでｳｯｰｳｯｰｳﾏｳﾏ(ﾟ∀ﾟ)

オマケ：三浦先生呼び出し時報。

【ニコニコ動画】2008/05/30 0:00の時報
さらにオマケ：↓どうやらGacktっぽいど。
【ニコニコ動画】2008/05/01 0:00の時報

【公式：がくっぽいど-GACKPOID-】
▼公式が粋な計らいをしてくれました。

【キャラクター使用ガイドライン】

第2条（使用許諾）
当社は、非商用に限り個人、または同人サークル等が本キャラクター、並びに本キャラクターの

二次創作物を公開、配布することを許諾します。

がくっぽいど-GACKPOID-
08年７月３１日発売予定

JUGEMテーマ：VOCALOID2
2008.06.27 Fri

http://www.nicovideo.jp/watch/sm3717613
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3484260
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3152218
http://www.ssw.co.jp/products/vocal/gackpoid/
http://www.ssw.co.jp/products/vocal/gackpoid/license.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001B6IQVM/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://jugem.jp/theme/c58/448/


高そうに見えるチョコレートケーキ

今日は誕生日なので。

市販のものを使って簡単になんとなく高そうに見えるチョコレートケーキを作ってみました。

=====================================

・明治ミルクチョコレート…65g
・生クリーム(脂肪分40%台)…65g
・ミルクココア…40g
・薄力粉…20g
・バター…50g
・卵黄…3個分
・卵白…3個分
・砂糖…50g
・粉砂糖…適当に、あっても無くてもいい。

=====================================



・チョコレートを細かくしてバターと一緒にボウルに入れてレンジで温めて溶かしておく。

・ココアと薄力粉を一緒に振るう。

・溶かしたチョコとバターの中に生クリームを入れる。

・卵黄を白くなるまで泡立てて、チョコ/バター/生クリームに入れて混ぜる。

・メレンゲ

最初に少し(スプーン１つ分ぐらい)だけ砂糖を入れて泡立てていって、泡がしっかりしてきてから
少しづづ砂糖を入れていく。



↓このぐらいになれば泡は潰れなくなります。

・チョコ/バター/生クリーム/卵黄の中に少しづづ半分量のメレンゲを入れて混ぜていく。

・あまりメレンゲを潰さないように薄力粉/ココアを入れる。

・残りのメレンゲを入れて混ぜる。



・クッキングシートを敷いた型に流し入れて、上をアルミホイルで覆う。

・１６０度にしておいたオーブンに入れて３０分焼いて、上のアルミホイルを取って２０分。

========================================

粉砂糖を振って完成。

最近はエコという事で、追記。

洗い物はこれだけ出て、水はタライ一杯使ったんで8.5Lぐらいでした。



この後、型も洗うんだっけ…。
原材料費も

明治ミルクチョコレート…97円
生クリーム…49.5円
ココア…48円
薄力粉…1.98円
バター…74.5円
卵…59.4円
砂糖…7.9円　　　合計338.28円
これに電気代とか水道とか色々かかって大体400円くらいになるっぽい。
用意するのは板チョコと生クリームぐらい。

チョコやココアなどの材料を高級なモノにしていくと、グレードアップしていきます。

写真を撮る時の明かりが蛍光灯だったんでちょっと青っぽくなってしまいました。

JUGEMテーマ：手作りお菓子
2008.06.29 Sun

http://jugem.jp/theme/c209/967/


タスポ申し込みgdgd

最近は使うか使わないかあやふやですが、一応ネタとして申請してみようと思って今更になって

申込用紙を書き始めました…。
多分そういう人は多いんじゃないかと思うので、申請してもすぐには届かないかもしれない。

書いてみると色々と分からなくなってきて…書けない。
書類は窓口のお姉さんと一緒じゃないと書けない程頭の弱いんで色々と考えてしまう…。

生年月日は昭和にチェックしたけど年の所、枠が□□□□と４つあるけど西暦なの、それとも昭

和の年号を書けばいいの？

印鑑はシヤチハタ？実印？

写真はカラーなのモノクロなの？

「セロハンテープで四隅を貼って〜」とあったので、それはプリンター用の光沢紙だとフニャ

フニャになるからツヤツヤの写真用紙なの？

本人確認書類は免許証をコピーすればいいのは分かるんだけど、公共料金領収書の原本！？あぁ

コピーでいいの…。
でも免許証コピー貼ってある場合は必要なの必要無いの？

窓口のお姉さんの質問に答えていく形式だったらこんなに悩まないのに…。

結局は

・写真はカラーでもモノクロでもいい。

・面倒なんで本人写真は光沢紙に印刷した。

・免許証、保険証のコピーがあれば公共料金の領収書コピーは貼らなくていい。

(免、保無い場合に貼る)
・西暦で書いた。

・実印押した。



申し込み年月日は2008年7月1日と書きました。
これでいつ届くんだか。

結局は妹(成人)に取られてしまいそうです。
だったら買ってきてもらうか…。

追記：改めて申込書を見てみたのですが、有効期限があるようで更新しなければならないよう

です。

年齢が下がる事は無いような気がします。

あとSuicaのような電子マネー「ピデル」が付くそうです。
コレはポイント付かないんで使わないような気がします。

そういえば貸し借り禁止でした。

JUGEMテーマ：喫煙について
2008.07.01 Tue

http://jugem.jp/theme/c211/1089/


ProjectZura

第109話　「人生は試験だ」ProjectZura
感想。

Aパートが原作通りでした、Bパートはオリジナルという名の暴走。
ProjectAの最後にある本編という名のNGシーンをそのまま再現したり、デブゴンが出てきたり。
何よりジャッキーの声が石丸さん、デブゴンが裕兄ちゃん。

どちらも吹き替えご本人でした。

銀魂史上、ネ申回でした。

7/5の深夜に同じチャンネルで映画「燃えよデブゴン」がやってました。
というか、見ながら書いています。

JUGEMテーマ：銀魂
2008.07.06 Sun

http://jugem.jp/theme/c190/839/


Hot Fuzz上映開始

いよいよ5日から「Hot Fuzz」が渋谷と川崎で上映開始。
劇場に芸能人の方々がトークショーというので来るそうです。

結構テレビで宣伝していて人が多そうなので、時期を見て見に行きたいと思います。

日本では放映出来ないnice boat.なグロシーンもあるのですが、その辺はどう処理しているんでし
ょう？

何もいじらないで欲しいけど。。。

個人的には部屋でお菓子食べながらDVDをgdgd見たかった。
コレを見ていた状況が深夜(?)ブリティッシュの機内でお菓子やカップ麺食べながら半分寝ながら
見てたんで。

行きと帰り合計６回ぐらい見てます。

見るたびにニコラス(サイモン)が可愛く見えてきます。
最後はドリフオチです、森光子になります。

JUGEMテーマ：おすすめの一本！！
2008.07.06 Sun

http://jugem.jp/theme/c171/1100/


猫と花

HD整理してたら出てきました。
このHDにしてからもう結構長いんで、そろそろ買い換えないと。



JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.07.07 Mon

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


海外のらくがき

10代の頃フランスに初めて行った時はあまりの落書きの多さに驚いたものです。
特にモンマルトル周辺とか教会にもあったので、日本で言うと神社や下町に書いているカンジ。

郊外は少々治安も良くない方なのでそうなのかもしれませんが。

「シャルル・ド・ゴール空港」からパリに向かう途中の町なんかは特に撮影セットか！と思う程

酷いスラムの景色が広がってます。

かと思うと、こんなセンスのいいものも。

↓これはルーブルとオルセー周辺の橋の上にあります。

何となく写真撮ってしまった１枚、ちょっと和んだ。

ZALA周辺、ギャラリー・ラファイエット側の歩道にあったもの。

コレは誰かが意図的に色々な所にペイントしています、隠れミッキーのよう。

ルーブル周辺にもあったと思うので、探してみるのも面白いかもしれません。

よく打つバッターも３割しか打てないワケですし。

人のする事ですから。



ブログも落書きのように玉石混合、たまに面白いモノがあれば和んだりします。

近所にいい落書きがあるので、散歩がてら見に行こうかと思いました。

JUGEMテーマ：マスコミ・報道
2008.07.10 Thu

http://jugem.jp/theme/c7/1120/


サスケ描いてみた

【画像あります。NARUTO/うちはサスケ】

いつも通り、武器にこだわってみました。

「ニッカリ青江」

夜、山中においてにっかり笑いながら近づいて来た女を妖怪と思い切り捨て、翌日確かめに行っ

たところ石灯籠が斬られていたというもので、この部分がニッカリの起こりである。

全長：一尺九寸九分三厘(約60cm)
[資料/ニッカリ青江と京極家]

↓見えにくいかみしれないので、書いてある文字。

短めのニッカリ青江っぽくしてみました。

短いので柄はこういう持ち方です。

短刀は左腕だけで振る事もあります。

忍者刀とか。

コレも含め新しく16点ほど新しく画像を追加しました。
このブログで未掲載のものや、前に携帯で撮った画像のみを載せていたものとか色々。

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/naruto1-0.html
http://www001.upp.so-net.ne.jp/sanukisibu/nikari.htm


【画像あります。】

今日の銀魂、色々あって皆さん見てるんだろうと思います。

洞爺湖木刀騒動でちょこちょこメディアで紹介されてたし、山田五郎氏が「フランスで人気が

ある」とか言ってましたし。

JUGEMテーマ：NARUTO -ナルト- 疾風伝
2008.07.10 Thu

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c190/3389/


へいちくが！

九州に帰る度に利用している、平成筑豊鉄道[通称：へいちく]の駅名が売りに出されるそうです。
【全駅と５車両の名売ります 平成筑豊鉄道、赤字対策で】

油須原駅

この風景はもしかしたら見たことがあるかもしれません。

TVドラマ版「東京タワー」でリリーフランキーの故郷として出た駅です。

ちなみにリリーさんの出身地ではありません、ココよりもっと都会の北九州小倉の方です。

油須原といえば小説「点と線」にも出てきたり、たまにタモリ倶楽部でも名前が出てくるような

駅です。

http://www.47news.jp/CN/200807/CN2008071101000106.html


ニュースでよく出ていた方の車両。

こちらよりも「へいちく浪漫号」の方が綺麗なのに。

↓へいちく浪漫号

シャッター焦って早く切り過ぎました。



中も綺麗です。

以前は田舎なんでゴミとか散らかってましたが、内装が綺麗になったのでゴミも無くなってま

した。

JUGEMテーマ：鉄道
2008.07.15 Tue

http://jugem.jp/theme/c137/3214/


TASPO届きました。

１２日に届きました。

正しくは１２日の１３時に届いたようなんですが、１３日にポストの中に配達記録郵便のお知ら

せが入っていたのに気づいて、その日の夕方辺りに再配達してもらいました。

見ての通り個人情報は名前のカタカナ表記と顔のみ。

かなりの個人情報だとは思いますが…。
他に会員番号と有効期限、あと写真の下に１６ケタの謎の番号が記載されていました。

JUGEMテーマ：喫煙について
2008.07.15 Tue

http://jugem.jp/theme/c211/1089/


かぼちゃパイ

かぼちゃが家にあったので、冷凍パイシートを使って前に作った事のあるかぼちゃパイを作って

みました。

型は広くて浅めのもの(幅23cm×深3cm)を使いました。

==============================
かぼちゃ　　……　１５０ｇ
卵　　　　　　……　２コ
生クリーム　……　６０ｇ
牛乳　　　　　……　６０ｇ
砂糖　　　　　……　４０ｇ
==============================

・かぼちゃを蒸す(皮は取っても付けててもいい)
・冷凍パイシートを２枚重ねて伸ばして型に敷く。

・卵、生クリーム、牛乳、砂糖を合わせ、蒸したかぼちゃを裏ごしして混ぜる。

・型に流してオーブンで１８０℃で５０分

パイの焼き時間としては普通ぐらいだったのですが、ちょっと型が浅めだったので焦げてしまい

ました。

あぁ…。



中身ももうちょっとペースト状になれば良かったんですけど。

ミキサーで混ぜた方が良かったかもしれません。

JUGEMテーマ：手作りお菓子
2008.07.17 Thu

http://jugem.jp/theme/c209/967/


トイレに寝転がる。

猫がトイレに座って動きません。

何かのストライキでしょうか、触りまくってたから。

JUGEMテーマ：にゃんこ

2008.07.23 Wed

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


地震に強い食器

相方の住んでる地方で地震があって、割れたガラスで指切ったとか。

割れやすい食器は危ない。

風にも戸惑う弱気な僕なのでそんな事聞いただけでガクブルです。

以前の地震でも食器が全部割れたと言っていたので、この食器をプレゼントしました。

ポリプロピレンで出来た落としても割れない食器。

【American 雑貨：給食用の食器】

結局の所コレに行き着くワケで。

投げても凶器にならないので刑務所でも使用されているそうです。

耐熱温度は１２０℃　電子レンジにも対応　日本製

相方の話では、コレが届いた時に車に付けるような「リトルツリー」という芳香剤がオマケで付

いていたそうです。

JUGEMテーマ：天変地異、災害
2008.07.24 Thu

http://shopping.hobidas.com/shop/lifestyle/6604/0.html
http://jugem.jp/theme/c7/1737/


銀座行ってきました。

母親に半ば強制的に銀座に連れ出され、銀座にあるチャンスセンターという宝くじ売場で一緒に

並びました。

TVなんかで数時間待ちと聞くので並んでたらそんなに待たずに購入。
カメラが何台か来てました、最終日？発売日？

初宝くじなのでよく分かりませんでした。

その後歩いていると、相方にも言いましたがウィンドウに特攻服が飾ってありました。

ただロングコートに漢字が書いてあったのですが、よく外国人観光客が特攻服を買っていくとい

う話を聞いたのでその逆輸入版？

海外でアニメが有名だからアニメを見る、ような？

外国人モデルさんがカニを頭に乗せた広告もありました、店内だったので撮影出来ませんでした

。

考えてみたら初銀座、ビルが凄く細くて高かったです。

中国人がいっぱいいました。

やっぱり埼玉県民なので池袋に戻って食事をしていたら、おじいちゃんと前髪ぱっつんのポニテ

ールの眼鏡っ子で眞子さまみたいな可愛い子がいました。

センター試験云々言っていたので多分高校生。

教祖様のようなおじいちゃんに「私をバカにした人達を見返してやりたい…」と不穏な事を言っ
ていたのが気になりました。

あとトレーナーに隠れた巨乳(予想F↑)も気になりました。

その後、母親と別れてから献血に行きました。

特に木曜に献血する人が少ないようで、木曜キャンペーンやってました。

いつも通り成分献血、血小板が集まると血漿の方に切り替わるのですがギリ17時に行ったのに血



いつも通り成分献血、血小板が集まると血漿の方に切り替わるのですがギリ17時に行ったのに血
小板でした。

暑いのと半袖なので行く人が少なくなってるのかもしれません。

久しぶりだったのと暑かったので少しクラクラしてしまいました。

ヒール履いてたので今でも足が痛いです。

JUGEMテーマ：どうでもいいはなし。
2008.08.03 Sun

http://jugem.jp/theme/c1/1940/


いつの間にか6万ヒット。

いつの間にか昨年の７月からのカウントで08年8月1日現在60684になってました。
ありがとうございました。

ここは何ブログなんでしょうか、ネコブログですか？

あまりネコ無いと思いますが。

ネコ貼ります。

家ネコなので肉球の間から毛がはみ出していて、フローリングの床でツルツル滑ってます。

この前も派手にドリフトしていきました。

お気付きでしょうが「トラックバック」を無くしました。

禁止ワード設定してないと1回で200件ぐらい宣伝が書き込まれていたので。
書き込めるのはコメントにのみになっていますが、禁止ワードは継続しています。

2008.08.03 Sun



ネコも熱中症になるっぽい。

いつもネコがいるベランダにネコがいなかったんで探してたら窓を開けてた部屋の床にベローン

と寝てました。

その部屋も凄い暑さになってたんでクーラー入れてみたのですが、相当暑かったみたいで息も荒

くなっていたのでアイスノンを持たせてみました。

たまに大きさ比較でDSを持たせて写真を撮ったりするのですが、DSは蹴り飛ばすのに(もちろ
んDSは無傷)今回のアイスノンは抱っこしたままジーッとしてました。
相当暑かったみたいです。

毛皮着てるし。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.08.03 Sun

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


夏はどうぶつの森の季節

夏なので久しぶりに「おいでよどうぶつの森」を始めました。

2006年12月10日の辺りで止まってて、進めると確実にラフレシア＋ゴキなのでそのまま冬でやっ
てます。

なので流星群が来ても時間が過去なのでお招きする事は出来ません。

今日は雪が降りました。

カブが高騰しやすい村なので月に2〜3回は高騰してます。
始めて数週間で2500万ベルくらいの収益。
時間もイジるので1週間につき22200カブしか購入出来ないのでそのくらいになります。
(テーブル部屋置き20700(タンス分-100)門番拾得物1500)
昔、時間をイジって無かった頃は村じゅうにカブを敷き詰めてました。

ここまですると確実においでよカブ式の森ですが…。

売買で決めてるラインがあります。

・1カブ100以上で買わない。
・1カブ200以下で売らない。
・月曜午前中100以上だったらその週は諦める。
最後のは波か高騰かの判断なんですが、高騰村ならではの余裕。

果物も限界まで植えているので3日1度25万ベルの収入。
月に一度39万9600ベルの利子。
実働1年11ヶ月で貯蓄4億3千万くらいになりました。
ゲームの中だけは真面目にナニワ金融道。

年収2億3千万の森。
9億9千999万9999ベルまであと2年5ヶ月っぽい。



JUGEMテーマ：おいでよどうぶつの森
2008.08.08 Fri

http://jugem.jp/theme/c108/1273/


先週のコードギアス

「俺を裏切ったな〜」

先週の「土の味」

先週、頭を踏まれていたルルを演じたの福山さんは台本貰った時からニコニコしていたとか。

(ラジオ談)

「ただならぬ関係」とか言われちゃうと、たとえ普通の関係であっても何か気まずい。

ぶっちゃけ内容はよく分からんとです。

でも主人公が変態なのはなんとなく分かります。

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２
2008.08.10 Sun

http://jugem.jp/theme/c194/4066/


やまおく村から。

お盆は祖母の初盆という事で、九州に帰省していました。

前のが6月の下旬だったので、チビ達はあまり成長はしていませんでした。
一番上の子がウルサかったので逆さまにしたりして遊んでました。

もちろん携帯はウィルコムなので電波が届きません、ユニバーサル料金って何なんでしょう。

そんなワケで更新出来ない空いた時間はほとんどどうぶつの森。

電通社員とどうぶつの森を行ったり来たり。

賄賂や金一封(ただの不要限定アイテムとか余り金)も渡してきたりしました。
ただの親戚だけど…。

そのウチにまたカブ高騰してたりして、でもつり大会だったのでカブリバ軟禁出来ずにしょうが

なく108ベルで1万カブほど購入。
つり大会、まぐろの一本釣りで優勝。

盛大な初盆でした。

お参りに200人以上来ていたり、田舎の家の庭で結構な人数が集まって盆踊りをしたり、花火上げ
たり。

田舎の葬式は凄い…。

本日(16日)のコミケットは同人ゲームサークルもあるそうで、そこにイトコが出るそうです。
スペースは聞き忘れましたが、健全美少女系っぽかったです。

パーマに昭和メガネのタイ人みたいな顔をしたのがいたら、それが従兄弟です。

一番心配なのは、ネコ。

近所にペットホテルも無いし、他の動物を怖がるので近所に預けて行く事も出来ないので餌を大

量に置いてベランダをネコ幅ぐらいに固定して出てきてるんですが…。



前回はワイルドキャットになってベランダの隙間から出てきましたが、今回はどこまでワイルド

になっているか、心配です。

JUGEMテーマ：福岡北九州
2008.08.16 Sat

http://jugem.jp/theme/c54/5474/


ルルロロ幼少期。

相方からのリクエストで

「ルルとロロが本当の兄弟という体で幼少期」

最近は子供絵をちょこちょこ描いてたりします。

※携帯画像なので後でスキャンし直します。

追記：画像アップし直しました。

【　完成版はこちら　】

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２

2008.08.22 Fri

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=314
http://jugem.jp/theme/c194/4066/


どうぶつの森・新年

2006年辺りで止まってた森が年越しを迎えて2007年になりました。
なんとなく元旦気分です。

07年の元旦は月曜日で午前中カブ価が128で、思いっきり波でした。
31日は日曜でもイベント日なのでカブリバは来ませんでしたけど、先週は安かったので余って
ます。

イトコの村ではカブ価が580ぐらいの日(多分06年12月8日)で止めてて、mixiで募集してカブ売りに
来てもらってるらしい。

お礼は100カブで、それで儲けているとか。
そういう場合、過去村にカブ持ってくる人ってどうしてるんでしょうか？

過去に15分でも遡るとカブが腐るので、多分テーブル置き(時間をいじってもカブが腐らない)で時
間をいじってるんでしょうか。

だとすると花とか全滅でラフレシアとかえらい事になるような気がしますが。

多分、そういう事を気にしないか、更に(来ている人は)過去村なのかも。

mixiやMy spaceに参加してないんで真相は分かりませんが。
ああいった大学のキャンパス的な雰囲気は苦手です。

JUGEMテーマ：おいでよどうぶつの森
2008.08.27 Wed

http://jugem.jp/theme/c108/1273/


HD引っ越し。

　　　　　←旧　　　　　　新→

以前から使用していた外付けのHDが「カキンカキン」と変な音を立て始めて、たまにデータを読
み込まなくなったりしていたので、新しいHDにデータを入れ替えました。

初期データが分からないんで確実には分かりませんが5年以上、もしかしたら9年は経過してる
んで、買い換え時だったのかも。

以前のは20GのHD本体と外付けのケースを別々に買って1万円。
今回のは120Gで本体ケース一緒になったので7千円ぐらい。
購入したの10年前かもしれない…。
120G以下でも良かったのですが、逆にそこまで少ない容量は無かったり、あっても値段は変わら
ないとか。

それで貯まったポイントを化粧水にも消毒にも使えるスピリタス(アルコール96℃)に換えました。
スピリッツ系をグレープのジュースで割ると甘いワインっぽくなる。

ソフトで一気に移し換えるというのもあるらしいのですが、確認しながら移し換えてたら、やっ

ぱり画像データが１つばかり壊れてました。

画像だったので、他のファイルに同じのがあったので無事でした。

もっと前に使っていたMOよりはマトモだと思いたい。

デジモノは数年で寿命ですが、紙も長いと言っても劣化するし。

数十年前の紙を触った途端、砕け散ったのには驚きました、UVにやられる光劣化と言うらしい
です。

やっぱり長期保存といえば人伝ての伝承と本の併用でしょうか。



いわゆる聖書みたいな。

でも666か616か　［獣の数字-wiki-］　曖昧な部分もあるのが情報なのかもしれません。

JUGEMテーマ：外付けHDD
2008.08.28 Thu

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8D%A3%E3%81%AE%E6%95%B0%E5%AD%97
http://jugem.jp/theme/c247/546/


オリジナルで書いてみました。

かなた と はるか。
似てない双子の兄弟。

長男克哉、４男くるみ。

ヤンキー君武、花屋の青年あきら。

名前は全て相方が決めました、自分はドイツっぽくすり合わせをしてみました。

相方とのメールで書いていたにわか小説ですが、多少挿し絵も入れてます。

携帯サイトのみで掲載。

全寮制の高校とか設定しているのに、ただ単に兄弟モノになってたり。

コテコテの金髪碧眼にしたいという事でドイツ人にして、ドイツを色々入れてみたり。

現在コンテンツは40ページを越えています、1ページに250文字しか入れられないので。
序盤なのでまだまだ増える予定です、1回に千文字ぐらいで送るので。
今後の展開はあんまり考えてません。

▼携帯サイト

画像あります。for mobil
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
PCでも見れます。

書き忘れてましたが、ジャンルはBLというやつです。

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


[挿し絵] ブログ村キーワード
2008.09.07 Sun

http://keyword.blogmura.com/key00051878.html


やまもとからの手紙。

海岸に流れ着いたボトルメール。

何となくリボーンの山本武の”やまもと”が10年後のツナに送った手紙のようなカンジ。
京子ちゃんなのか、クローム髑髏ちゃんなのか、ハルは無い。

いつの間にか記事件数が300になっていました。

JUGEMテーマ：おいでよどうぶつの森
2008.09.10 Wed

http://jugem.jp/theme/c108/1273/


ジノ

相方に送ったジノ画像。

女性っぽいポーズになってしまいました。

下睫(まつげ)あります、見えないかもしれませんが。

相方へ

昼間に送ったジノ画像の全体像はこんなカンジですよ。

深夜にうｐするとか言って、かなりのド深夜というか早朝になってしまいました。

携帯用にするのであればサイズ小さくしたのをココに置いておくか送るよ。

追記

▼携帯用です。



この程度の画像なんでご自由にどうぞ持ってって。

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２
2008.09.11 Thu

http://jugem.jp/theme/c194/4066/


小説更新中。

それまでほとんど動かなかった携帯サイトのカウンターが1日で20以上動くようになりました。
今日は携帯サイトの方の更新、挿し絵も入れて、加筆修正も結構入ってます。

ページ数が99ページになってて、およそ100として250文字なので25000字？
それより少ないけど、目一杯詰め込んでいるので2万字は軽く越えてるでしょうか。
24000として400字詰め原稿用紙で60枚。
まだまだ書いてないのがたくさんあるので、もっと増える予定。

昔、大学のレポートで1日に4テーマで計2万字書いたのを思い出しました。

持ってるライトノベルを調べてみたら

1行平均28.25字、1P17行で480.25字。
全264ページ　TOP-8P、挿絵-9P、未書込行分-2828字。
247Px480.25字=118621.75字-2828字=115793.75字/冊
400字詰め原稿用紙で約289枚。

まだまだだね…。

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
[挿し絵] ブログ村キーワード
2008.09.12 Fri

http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00051878.html


H&Mやっと日本上陸。

やっとH&Mが日本にやってまいりました。
自分は158cmのSサイズですが腕を広げると166cmあって、欧米の小学生体型。
ちょっと腕が長めでユニクロだとすってんてんで、コートなんかは今流行のハーフ丈みたいにな

ったりして。

腕まくりをしなくても内藤ホライゾンすれば7分丈。
⊂二二二（ ＾ω＾）二⊃ ﾌﾞｰﾝ
そんなカンジでサイズには苦労してます。

普段、長袖はGAPで購入してましたが微妙に高い。
セール品をセールの時に友人社割で購入して、やっとユニクロと同じくらいなんであまり購入出

来なかったんですが、H&Mが来てくれるとユニクロと同等かそれ以下で買えるようになります。
ZARAもいいのですがフォーマル過ぎ、普段着る分には中間なカンジのがいいんで。
あと、欧米ブランドの立体縫製が身体にフィットするので着やすいのもあります。

明日のオープンだとかなりの人混みが予想されるので、ほとぼりが冷めたくらいに覗きには行っ

てみたいと思います。

それと近いウチに渋谷にも出来るそうです。

所沢なんで直で行けるんでんですが、渋谷駅が知らぬ間にダンジョン化しててかなり迷いました

。

風魔のシレンのようでした。

JUGEMテーマ：ファッション情報
2008.09.12 Fri

http://jugem.jp/theme/c111/4047/


天蓋男雲雀さん。

リボーン未来編のOPは白蘭が歌ってるように聞こえる。

夕方や朝にチャンネルを入れるとなぜか当たってしまう「ぜんまいざむらい」

その天蓋男の中の人はリボの雲雀さんだとか。

そんなワケでちょっと描いてみた。

▼そんな天蓋男の中の人がnewアルバムを出したそうです。

a little wonder
近藤隆 

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001BPP9Q8/nightow-yukiko-22/ref=nosim


JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.09.13 Sat

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


ギアス女装祭り

この二人よりも、お亡くなりになったロロ君の方が女装が似合いそうな気がしたので。

というかナナリーに似ている。

おでこが可愛い。

今日のギアスR2(23話)はフラグ立ちまくりで、自分はキャラ把握をしていませんが、皆がジノフ
ラグと扇の件についてゴラァなのは分かりました。

頬を赤らめていたのは誰？

見終わってから自転車で外に出てすぐの所で、ピザハットと併走してしまいました。

出前ピザ、人生で２度しか食べた事無い…。

相方へ。

このブログ、画像ばっかで重くてごめんね。

ほぼ400個(10MB)ぐらいあるそうです。←画像が。

追記



相方>>顔赤くしてたのは千葉さんだよ(・ω・)/
調べてみたら「四聖剣の紅一点、千葉凪沙」とありました、女の子なのね、男の子かと思った。

頬を赤らめてた相手は藤堂中佐とか、かなりのｲｹﾒｿじゃないですか。

でも、これって…かなりの死亡フラグっぽいんだよね。
ジノとカレンも…。

▼ギアス23話を見て荒くあらすじ。
躊躇無くフレアを兄にブッ放つナナリー。

姉貴を撃った性格が変わりすぎてるシュナイゼル、でもその角度だと自分にも当たりそうな気が

します…。
ジノとカレンのカップルが成立して死亡フラグ(藤堂千葉も)
2ch実況で扇騒動、でもニュータイプ(コンプティークかも)にはすでに書いてあった事が判明。
一瞬出たロロ(ユフィーの見てた過去写真で)
もうアーサーが生き残ればいいや。

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２
2008.09.14 Sun

http://jugem.jp/theme/c194/4066/


歯が抜けてた。

マルコが寝転がって口を半開きにしてたので見てみたら、歯が１本抜けてました。

写真では分かりにくいかと思いますが、黒く歯茎が見えてます。

猫も歯の生え変わりとかあるんでしょうか…。
すきっぱになってしまった…女の子なのに。

JUGEMテーマ：にゃんこ

[猫ブログ] ブログ村キーワード
2008.09.15 Mon

http://jugem.jp/theme/c154/1224/
http://keyword.blogmura.com/key00039724.html


小説の挿し絵

携帯の方に置いてるオリジナルの小説ですが、絵も色々と増える予定。

挿し絵のストックを数えてみたらあと９つぐらいありました。

絵が無いと状況が分からないとか、色々ありますが。

上の画像は、子供の頃の克哉兄ちゃんと赤ん坊の双子がお兄ちゃん登りをしている所。

ページ数も126を越え、カウントも220を越えてました。
ありがとうございました。

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.09.15 Mon

http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


女子中学生とフレンチブル

中学生ぐらいの女の子二人組が「シワ無くなんないよ〜」と言いながら、フレンチブルドッグの

シワを伸ばしていました。

フレンチブルの方はおっさんみたいな顔でうっとりしていました。

羨ましい限りです。

JUGEMテーマ：変な物見つけました。
2008.09.17 Wed

http://jugem.jp/theme/c1/1040/


月餅うめぇ。

母親が中華街に行ってきたとかで月餅をお土産に貰いました。

正直甘いものは苦手＋中国のお菓子(知らない)なので期待はしてなかったんですが、意外に美味
しかった。

アンコが慣れない味だったので原材料を見てみたらプルーンとありました。

昔、親に健康にいいからと言って無理矢理食べさせられたプルーン…。
喉がチリチリする食べ物だと思ってました。

プルーンアンコの爽やか感の中にアクセントとしてくるみが苦香ばしく入ってるカンジ。

真面目に紹介してみました。

この写真のは中華街のではなく山崎パンのもの。

中華街のよりはアンコが濃いめでした。

銀魂の予告で”来週から最終章”とか言ってましたが新OP決まってるようです。
札幌出身の注目4ピース・バンド、monobrightの新曲“アナタMAGIC”がテレビ東京系アニメ「銀魂
」の新オープニング・テーマに決定

どうなるんでしょうね、２ndとかＲとかＺとかＧＴとかデスティニーとか秘密の部屋とかそして
伝説へ？

JUGEMテーマ：外国お菓子
2008.09.19 Fri

http://www.bounce.com/news/daily.php/16037
http://jugem.jp/theme/c210/3441/


携帯サイト更新。

携帯サイトの小説の方をちょこちょこ更新してるのでFC2携帯のTOPページにサイトが結構顔を
出してます。

画像も表示されるので挿し絵の方も増やした方がいいのかも。

PCから編集ページにアクセスしたら並び順なんかを変えられるスクリプトが現れたので、小説ペ
ージを一番上にしてから改めて携帯からアクセスしたらそのスクリプトが現れませんでした。

携帯(windows mobil)からいつもアクセスしてたから順番が変えられるのは知らなかった、あやう
く質問する所でした。

兄弟の髪の色を明るくしてみました。

”輝くような金髪”とあるのに普通のヘーゼル色だったので。



ゲルマンはこのくらいですが、NHKロシア語講座により白いブロンドの先生が出演しています。
プラチナブロンドという色だとか。

やっぱり真っ白の白髪より黄色の差し色が入ってたほうが輝いて見えるようです。

目の錯覚？

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.09.19 Fri

http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


チビとパパシリーズ。

チビとスザクパパ(not玄武)

オリジナルの小説の他に、相方のリクエストで「チビとパパ」シリーズというのがあります。

主にリボーンのキャラでやってました。

結構出して無いのがいっぱいありますが、どこにどう出していいか分からなかったので。

こっそりと画像サイトに忘れたぐらいに置いてるかもしれません。

置いた所でワケ分からないかもしれないですけど。

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２
2008.09.20 Sat

http://jugem.jp/theme/c194/4066/


anan好きな男ランキング。

【キムタク「好きな男」でＶ１５達成！！】デイリースポーツ

JUGEMが提携してるニュースサイトは海外か政治記事ばかりなのでデイリーから。

恒例のanan好きな男ランキングは、恒例のジャニ勢が15年連続という事だそうで。
ネットで同じようなアンケートをしていた所では

1位水嶋ヒロ、で2位以降に小栗旬、松山ケンイチ、松田翔太、が出てきたと思います。
多分10代へのアンケートだと思うのですが、こっちの方が順当かと。
色々な所で見かけるジャニ勢はほとんどいませんでした。

聞いた所ではanan編集の中に強烈なジャニヲタがいるとか。
このアンケートが本当だとしたらananの読者は30代以上か40代周辺のような雰囲気。
自分の世代であってもKinKi Kids、河相我聞？
今の読者層が20代前半かそれ以下だと思うので、上記の水嶋ヒロとかその辺りが来ても良さそう
な所ですが。

とりあえず市原隼人と三浦春馬を入れた所ががんばった感があります。

ルーキーズとごくせんですね。

ペスカ(城田)は？

24歳の妹に聞いたら、松田翔太とオーランド・ブルームとか言ってました。
そういえば海外勢は出てきませんね。

ブラッド・ピットとかジョニー・ディップとかロナウジーニョもあってもいいような気がします

。

日本人オンリー？

外国人OKになるとチャン・ドンゴンとかイ・ビョンホンとかが出てきて女性セブン臭が漂って来
そうです。

そういえば前にも2chのニュー速＋にも紹介されたCanCamの特集記事「プロ野球カードを集めて
るのはブサ子」というのがありましたが、用例にプロ野球カードを出してくるとかおっさんで

すか。

モテる方が集めてるのはスパイスだとか。

モテがハマっている事がカラー検定のお勉強とか、雑誌の編集周辺でしかほぼ使われていない

資格。

もしかしたらおっさんが書いているのかもしれません。

もしくは心の中のおっさんがそう囁いたのかもしれません。

「プロ野球カードには夢があるんだ」と書き込んでいた若い女性のスレが輝いて見えました。

http://www.daily.co.jp/gossip/2008/09/23/0001472237.shtml


あと、チャート式で性格を見るという質問の一発目に

「あなたは柴咲コウ似？井川遥似？」というのがありました。

女性誌はたまに見ると面白いかもしれません。

JUGEMテーマ：日記+情報
2008.09.24 Wed

http://jugem.jp/theme/c4/1317/


チビルルロロ

この前の記事で描きました「ルルロロ幼少期」にカラーを適当に入れてみました。

画像あります。

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
カテゴリに「コードギアス」を追加して、「撲殺天使クローム髑髏ちゃん」の画像もこっそり

追加。

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２
2008.09.25 Thu

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c194/4066/


無銘文庫［携帯小説サイト］

[小説]
使ってるスマートフォンのInternetExplororが携帯として認識してくれるのでモバイルgoogleの方
で携帯サイト検索を検索してみたら見つけました。

「無銘文庫」

http://mumei.org/public/

ココは素人さんの小説が置いてあるサイトと言う事なので、デザインも気に入ったのでとりあえ

ず小説を置いてみました。

当初の目的はFC2の携帯サイトを掲載する検索エンジンを探していたのですが、こっちの方が使い
やすそうだったのでそのまま小説を掲載する事にしました。

▼2008年9月27日現在のラインナップ

「はるかとかなた。」

http://mumei.org/public/t1751.htm
1:手作りケーキ。
2:お兄ちゃん抱っこ。
3:ぼくのおにいちゃん。
4:お兄ちゃんと遊園地。etc...

「武とかなた。」

http://mumei.org/public/t1754.htm
・真夜中のデート。１２３４５ etc...

FC2に掲載していたのを訂正して置きました。

FC2が２５０文字区切りで次のページに行かなければならないのに対し、ココは最大１６００文字
対応なので文字数を気にせずに書けるのが楽。

携帯で見る分にも余計な飾り画像とかも無いのでシンプル。

http://keyword.blogmura.com/key00000841.html
http://mumei.org/public/
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1754.htm


挿し絵は同じページには置けないので、サイト内にある画像掲示板にアップロードするという形

です。

ランキングというのがあって、一週間単位でカウントされます。

個別にカウントが表示されてないので、そこで見ます。

20日に初掲載してからほぼ一週間でギリ100位に「武とかなた。」がランクインしてました。
後日追記※この当時１６０カウント↑だったそうです。

やっぱりヤンキーものは人気がある模様。

そんなにやんちゃにはしてないのですが。

主に携帯の小説を見ているのは地方の人、という分析もどこかにありましたね。

地方では、やっぱりヤンキーと恋愛が強いみたいです。

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

この記事の続き>>>　携帯小説の無銘文庫
2011年9月1日更新

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
2008.09.27 Sat

http://mbbs.tv/u/read.php?id=mumeibunko&tid=3
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=650
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


オールハイルブリタにゃー！

ラジオ「ルルクルstation」の最終回予想から
実はアーサーがギアス使いで、皆に猫耳ギアスをかけて第100代皇帝に就任して猫に優しい国を創
造して「オールハイルブリタにゃー！」

結局はオレンジ畑でアーニャ付きな、全力でスザクを見逃したオレンジがギアス一番の勝ち組。

シュナイゼル兄さんのギアスを解除してやって下さい、しなくてもいいけど。

ナナリーに記憶が流れたのはコード持ちだからだよねぇ、C.C.はだから死なないんだよねぇ。
で、スザクはゼロのモノマネをし続け、ナナリーとしあわせに？

写真のシーンで、扇総理大臣の結婚式の写真にシンクーが居なくて、カレンの部屋に天子様とジ

ノの２ショットがあった…。
とりあえずジノと藤堂が捨て鉢にならずに良かった。

「Re;」1期がルルで2期がロロで、レ？
ギアス劇場版ってガセですか？

もしコレが本当ならいいな…。
↑コラなのですが、本編でのこの人物が帽子とかで隠しすぎなのでこんなのが出てきた。

ちなみに最後の原画の所にスザクの中の人である「櫻井孝宏」と書いてあったのは「ありがとギ

http://tv.dee.cc/jlab-maru/s/maru1222590277582.jpg
http://mg24live.net/up-l/s/img1222591273668.jpg
http://up2.viploader.net/pic2d/src/viploader2d462801.jpg


アス」のC.C.を描いたのがシャクライだったからだそうです。
↓コレ「櫻井孝宏のC.C.」
http://img.booklog.jp/07E36622-F568-11E1-A22E-84FBCC288735_l.jpg

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２
2008.09.28 Sun

http://img.booklog.jp/07E36622-F568-11E1-A22E-84FBCC288735_l.jpg
http://jugem.jp/theme/c194/4066/


寒くなってまいりました。

つい昨日まではノースリーブでも大丈夫だったのに、今日はセーターです。

毛皮の子も布団の上ではなく久しぶりに中に入り込んで丸くなっていました。

久しぶりと言えば、スキャナーがまた画像を取り込まなくなってしまいました。

ギアスまとめを描いてみたのにうｐ出来ない。

また妹に借りて来なければ…。
依頼のも上げなきゃならんのに線画の状態。

買い直したいのは山々なんですが、最新のだと紙の凹凸を読み取り過ぎて線がぼやけてしまう

ので、５年前に4千円で購入した機種程度の精度の方が良い意味で適当。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.09.29 Mon

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


TBSラジオの新編成。

TBSラジオのJUNK!をいつも聞いているのですが、今期から編成が変わって深夜3時からやってい
た番組が0時から始まって、1時からのはそのままで、3時からは何が始まるのか知らない状態で聞
いていたら

「荘厳な音楽をライブラリーから流すぞ」

と言うような重低音の英語アナウンスが流れてきたんで恐くなってきて、しかも深夜にクラシ

ック。

クラシックって聞くとハイテンションになりませんか？

ロックを聴きながら車を運転するよりも、クラシックを聴いて運転した方がスピードが上がるん

だそうな。

もしかしたらクラシックはほぼ著作権が切れているものばかりなので掛けるのが安いのもあるの

かもしれません。

テレビ局は軒並み経費削減してるとか。

そう新聞に書いてあっただけなんですが。

ネットの方が広告費が安い上に回収率が良いとかで、そりゃスポンサーさんもそっちに移行する

でしょう。

地デジ終了と共に見られなくなるTVが1台あるので、それはゲーム用かDVD鑑賞用にしてPC用ワ
ンセグチューナーがあるので小さいですがキャプしながら見れるし、携帯かDS用のアンテナを購
入すれば安く見られるのではないかと、思ったりするのですよ。

ギアスDVD買うわ。

JUGEMテーマ：ラジオ
2008.09.30 Tue

http://jugem.jp/theme/c252/2673/


ブログの仕様を変更しました。

ブログの仕様を変更しました。

と、言いますか以前のテンプレートが更新の不具合で半分ほど消えてしまい、CSSの方も全部消
えてしまいました。

テンプレートがダウンロード出来れば良かったのですが、現在は消えてしまってるものだったの

で復活出来ず、新しいものに変更。

あと、TOPに表示する記事の数を10から8に変更しました。

ブログ約75000、携帯約440アクセスありがとうございました。
2008.09.30 Tue



ギアスその後(妄想)

　

↑上のが見えにくいようなら画像をクリックして下さい。

大きい画像が新窓で開きます。

飽くまでも妄想です。

ロロのは本当ですが。

スザクとナナリーのフラグは子供時代にあったような気がします。

ロロと兄さんとの思い出が追加されてたシーンはうろ覚えです。

ジノと天子様にはびっくりでした。

C.C.は更にまたフラフラとどこかに行ってしまいそうだと思いました。

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２
2008.09.30 Tue

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/ge3.html
http://jugem.jp/theme/c194/4066/


夢の話。

相方と自分が同じ晩に夢を見たようで。

相方が、昔の中世ぽい道端で人買いに売らてて 足に着いてた鎖みたいなやつごと足首を切られ
る夢。

自分が、抹茶色のいい香りな温泉街でほんわかな夢。

夢診断みたいなのがあったので、ちょっと調べてみました。

【夢診断・夢占い】

▼足

最近のあなたは頭の中だけで物事を考えているのかも。もっと足を使って活動することで良い事

が得られる可能性もある。

▼刃物

何かが断ち切られることを暗示している。一方トラブルが起こりやすくなっている事への警告的

な夢の場合もある。

▼監禁

社会や他人と上手く接することが出来ていないのでは？他にも自分の自由な精神が何かに妨害さ

れ苛立ちを感じているはず。障害は親など身近な人となっている場合が多い。

▼切る

何かを切ることは一つのものが二つになることから夢では現在のあなたがあまり良くない状況に

おかれていることを暗示する。それと同時にその場所から抜け出したいと思っているはず。

▼怖い

怖い夢は頭から離れない不安や焦り、自己嫌悪や劣等感を象徴している。

今のあなたは少々ナーバスになっている可能性が。しかし怖い夢は睡眠時の環境が悪く寝苦しさ

から見られる事も多いので、あまり考えなくても良い。

▼怪我

ケガをする夢はまさしくあなたの身に悪いことが近づいていることを表す。

足などをケガした夢を見たときはじっと家の中にいるのが理想的。

(；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸﾌﾞﾙ
足を使って行動とあるけど、家の中に居るのが理想的ってどうすればいいんだ…。

こっちは自分の方の夢。

▼緑色

緑色というものは、力強い生命力や希望の象徴として表れます。鮮やかな緑であればあるほど運

気は上昇してます。

http://oizumi.main.jp/hajimeni1.html


抹茶色だから鮮やかなワケでは無い…。

▼見知らぬ場所

潜在的な可能性が広がっていることを暗示している。

やりたいことが決まっていればそれに全力を注ぐこと。

見知らぬ場所が明るいふいんきなら現状を楽観しすぎずに慎重に。

暗い場所は慎重になりすぎている可能性があるから可能性を狭めないような心の持ち方を。

夜の温泉街だから暗いけど明るいんで、どっちだ。

▼居酒屋(？)
ストレス解消やエネリギーの補給が必要な事を表している。夢の中で楽しく飲んでいるような

らば、気力や体力が十分に回復している事を表している。大勢で楽しく飲んでいるような夢はあ

なたが上手く回りの人とのコミュニケーションが取れていることを表している。

とりあえずドンチャン騒ぎで賑やかでした。

▼楽しい

そのまま楽しい出来事への期待を表す。目覚めた後も楽しい印象が残れば、嬉しい事が起こる可

能性が高い。

相方と自分、両極な夢でした。

しかし相方はギアスDVDをゲット、自分はイカに当たってしまいました…。

JUGEMテーマ：夢
2008.10.01 Wed

http://jugem.jp/theme/c129/1226/


ロロ雑巾

前の記事でも書きましたが、相方がギアスR2のDVDの1巻と2巻を入手したとかで、ロロ雑巾の写
メを送って貰いました。

大切に使ってね！

ボロ雑巾になるまで使い倒してやる！

ラジオでルル山とスザ井が言ってた「兄さんに包まれてる」ってこの事だったんですね。

中身はギアスマークでした。

ボロ雑巾…ロロ雑巾…。
図らずも兄さんは上手いこと言ってしまったんだね。



コードギアス 反逆のルルーシュ R2 volume02
雑巾が付いてくるのはこちらです。

コードギアス 反逆のルルーシュ R2 volume01
セクシー兄さん。

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２

関係ない話ですが、テレ朝のニュースに「平成の岩窟王」というのがやってて、BGMが懐かし
いな…と思ったら全てGONZOの「岩窟王」のでした。
切ない汗。

フランスに行ってる時に、本屋かどこかで見たような気がする。

2008.10.01 Wed

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0017J342E/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0017HMDGY/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/theme/c194/4066/


骸と髑髏、画像サイトの事。

ココに出しそびれてしまった、６月ぐらいに描いてた六道骸とクローム髑髏ちゃん。

リボーンを見始めたくらいの頃の絵。

頼れる骸さまを目指して描いた所、10年後な様子になってしまいました。
髑髏ちゃんは10年前っぽいですが。

【画像あります。】

↑こっちには既に掲載済み。

他にも結構見切り発車的にこちらに画像だけ掲載する事もあります。

銀魂感想は夜にでもうｐします。

ちょっと銀さんがおかしい。

アスマ死んだ？

JUGEMテーマ：同人/REBORN!

あと、妹がFC2でホームページを作り始めました。
ウチのとは全く違う、スタイリッシュな写真サイトです。

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


もうすぐアメリカに行くのでうｐしていくそうです。

サイト名「bomdia works -ボンディアワークス-」
ドメイン登録の方で手こずっているっぽい。

2008.10.02 Thu

http://bomdiaworks.web.fc2.com/


「24」の6

24-TWENTY FOUR- Season6

もう前半が終了しましたが、明日は16話からです。
深夜にTVつけたら核が爆発した後で、4・5・6話のキーワードの場面でした。
うろおぼえのキーワード

4話　核爆弾　5話？　6話　共謀者？

もう応募は終了してる方のキーワード一覧。

7話エンジニア　8話起爆装置　9話ハードドライブ
10話暗殺計画　11話６２４　12話無人飛行機
13話衛星電話
http://www.fujitv.co.jp/24/dvd.html

本日の見所は

オードリーがあっさり中国で片づけられてた。

尋問が出来なくてがっかりのジャック。

ブキャナン局長の好みはクロエ。

TVもラジオもやってなかったのでねとらじを聞いてみたら「ビートたけしのオールナイトニッ
ポン」をやってました。

年代は不明でしたが、流れているCMがパロディのようでした。
なんとなくパトレイバーな雰囲気、多分そんな年代。

徳間のナウシカの次は「アリオン」ってCMしてましたが、知りません。
3月上映だとか。
「森光子くたばんねぇかな…」というネタがあって「この前入院したから〜」とありました。
80年代っぽかったので20〜30年前からそんな事言われてたみたいです。

JUGEMテーマ：海外ドラマ
2008.10.06 Mon

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


「24」の6 2nd

今回の「24」
オードリーが生きてた。

ジャックが前回未遂に終わった尋問が出来ると分かってワクワク。

ジャックの死んだふり。

前の記事に未記入のキーワード。

14話操縦士　15話蘇生チーム
16話ミサイル　17話トンネル
http://www.fujitv.co.jp/24/dvd.html
現在このキーワードでの応募受付は終了してます。

JUGEMテーマ：海外ドラマ
2008.10.07 Tue

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


ドイツ編を見切り発車。

くるみちゃん。

カウント560越えありがとうございました。
日本編とかをかっ飛ばし、末っ子のくるみちゃんが登場するドイツ編を見切り発車させました。

近所で見た可愛い子供の仕草とかを参考に書いてます。

膝から崩れ落ちて泣いてるとか、お手紙を「おてまみ」と言ったり。

小説のみのページ数が203になりました。
その他画像とかが54。
計257

FC2の携帯サイトは999ページまで作れるそうです。
この時点で約1/4を消費してます。

★ギアス小説★なんかも適当に置き始めました。

2ヶ月前ぐらいに書いてたやつ。
あの兄弟には仲良くあってもらいたいので。

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.10.07 Tue

http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


猫が小さい。

ブログ村の自己紹介にも書いてますが

10月下旬で2歳になる猫の体重が3.3kgしかありません。
一番太っても3.6kg

猫の体重の平均は　♂ 5kg　♀ 4kg
だいたい4.5kg〜5.5kg辺りが平均だそうです。

子猫の時の体重の変動をエクセルで管理してたので↓

2ヶ月の子猫の時にウチに来てから、箱に入れて計量してました。
ゆるやかに上昇していって1日の増量平均は13g
12月の下旬から4月2日までの4ヶ月間、885gから2080gに成長。
痩せすぎというワケでもなく、むしろお腹がタルタルしてきました。

小学生の時に飼っていたアメリカンショートヘアもそのくらいの小ささで、特に変な育て方をし

ているワケでも無いんですが、家族も身長も食べ方も普通ですが痩せ気味。

猫にも伝染するんでしょうか。

ちなみに妹は毎朝バナナ食べてましたが、赤ん坊の頃からどんぶり一杯ぐらい食べてもスリムな

子でした。

何か”胸が大きくなる”と言われているようですが表も裏もハイパーフラット。

http://www.blogmura.com/profile/307517.html


胸を大きくしたいならバナナより筋トレした方がまだ効果はあるんじゃないかと思います。

JUGEMテーマ：にゃんこ

[ネコ] ブログ村キーワード
2008.10.08 Wed

http://jugem.jp/theme/c154/1224/
http://keyword.blogmura.com/key00000567.html


「24」の6 3rd

長官の判断は正しい。

(ジャックの側にいると災難に会うとか)
マイロがあっさり死んだ！

(声にロリコン忍足こと「木内秀信」という名前をよく見るのですが、マイロの声？
マイロが死んだ回は上の方に名前が移動してたので)

前回と今回のキーワード。

18話回路基板　19話モーテル　20話内部調査
正しくは基盤？だけどキーワードは「板」の方。

21話下水道　22話偽装工作
http://www.fujitv.co.jp/24/dvd.html
現在このキーワードでの応募受付は終了してます。

放送終了から3時間程で締め切りだそうです。

JUGEMテーマ：海外ドラマ
2008.10.09 Thu

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


「24」の6 おわり。

おめでたクロエ。

アジア周辺の米軍基地って日本？韓国？近いからどっちでも有り。

ブキャナンの「俺も行く」に「えっ」という顔をするジャック。

やっぱり長官。

爽やかな朝。

コレからどうやって７に続くのか分からない。

今回のキーワード

23話発信機　24話別れ
http://www.fujitv.co.jp/24/dvd.html

なぜ毎回ココにキーワードを書いていたかと言うと、なんとなくコレで内容が分かるようなカン

ジだったからです。

JUGEMテーマ：海外ドラマ
2008.10.10 Fri

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


克哉編→日本編

自分で500と600のカウントを取ってしまいました、わざとじゃないです。
「武×かなた編」の武４がやっと結び終わりました。
相方とメールで送り合ってたのが途中で次の話に変わってしまって、後は自分だけで書いてた

ので。

「無銘文庫」の方でも見れます。

今後

克哉編→日本編とあまり変わりは無いように思いますが、日本編では都内を観光とか色々入れて

みる予定。

アプローチの苦手な日本が提供しているものでは無く、海外サイトなどで見た意外な観光ルート

とか。

海外に行った際には本屋に立ち寄って日本の観光ガイドとか見ると面白いかもしれません。

日本で紹介されてる舞妓さんより更に可愛い(幼い？)舞妓さんの写真とか変な宿泊先とか。
萌えよりビジュ系やゴスロリだったり。

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/


JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.10.11 Sat

http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


秋の花粉症。

久しぶりに外に長く出て、髪も切ってまいりました。

前の美容院が無くなってからさ迷ってたんですが、やっと相性の良い所を見つけたカンジです。

しかし、長時間外に出てたので花粉症になってしまいました。

ススキ・ブタクサの秋花粉症というやつです、春は大丈夫なのですが。

自分と同じく秋花粉症の妹が、この時期にアメリカの西海岸の方へ。

現在、バブル崩壊後と同じくらいの円高なので、向こうで使えるお金がちょっと増えたカンジで

すかね。

ユーロもどんどん下がってきて、いつ換金していいか分からない状況。

前に行った時は170円だったのですが現在は130円台。

こう、旅行者には良いのですが、海外に出してる人はどうなんだろう。

同人誌もダウンロードで海外でも購入出来るようになってますからね、レートとかどうなるん

でしょうかね？

JUGEMテーマ：アメリカ
2008.10.11 Sat

http://jugem.jp/theme/c149/476/


小説　あきら編

ここ土日は小説の方を更新しまくりました。

「無銘文庫」の武かなたの方はランキングが76位の262カウント
はるかなの方は100位以下なんでカウント分かりません。(多分44)
書き手ランキングは43位の306カウントでした。

自分一人だけで書いてると何だか暗い方向に行ってしまうのを、何だかんだで明るい方向に修正

してくれるのが相方です。

でも最近はちょっと一人で書いているので、長文にはなりましたが多少暗くなりがち。

↑この、あきらの過去が暗くなりそうです…。

ココのJUGEMテーマにBL/MLとありますが、BLは言わずと知れた”Boy's Love”ですが、ML
とは”Men's Love”つまり大人の恋愛だそうです。
はるかとかなたと武はBLですが、克哉とあきらはMLという事に。
19歳にMen'sは微妙ですが。

▼画像あります。for 携帯版

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/


http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.10.13 Mon

http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


ねこまくら。

このくまのぬいぐるみを、結構まくらにして寝ています。

最近はこれが無いと寝れないようです。

人間用のまくらでも寝ます。

8万カウント越え、ありがとうございました。
あとこの記事のナンバーは333でした。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.10.14 Tue

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


コーラスウォーター。

”コーラスウォーター”
甘いものは苦手ですが飲食出来ない程では無いので安かったし購入してみる事に。

薄いカルピスみたいで美味しいのですが、牛乳飲み過ぎるとお腹痛くなるんで程々に。

それと、何故コーラスなのか、気になったので調べてみたらこのような記述が見つかりました。

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
森永乳業から発売されている乳酸菌飲料の名称。

1927年（昭和2年）に瓶入りの希釈タイプ
「森永コーラス」として発売された。

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
昭和の2年からあったんですね。
しかしながら”コーラス”という意味までは発見出来ず。
糖度が高いのであまり凍らないと思うし、合唱的な物でも無さそうですし。

森永製菓のサイトに行っても理由は発見出来ませんでした。

一旦コーラスは忘れて元の乳酸菌飲料について調べてみた。

▼乳酸菌とは

・代謝により乳酸を生成する細菌類の非学術的な総称

・生物学的な分類上の特定の菌種を指すものではなく、その性状に対して名付けられたもの

・発酵によって糖類から多量の乳酸を産生、悪臭の原因になるような腐敗物質を作らないもの。

・花粉症などのアレルギー症状が軽減されるという研究報告もある

昨日は秋花粉症の件で病院に行ってきて、上記の事を知らずにコレを買ってきてました。



今はドリエルより利く睡眠薬みたいな「抗アレルギー薬」を服用しているので眠いです。

ほわほわした内容になっているような気がします。

JUGEMテーマ：気になること
2008.10.18 Sat

http://jugem.jp/theme/c314/3334/


小説の更新状況。

「無銘文庫」というワードでウチに来ている人が多いらしいので、google検索してみると3番目ぐ
らいにウチのサイトが出ていました。

他にもちょこちょこあるみたいです。

1ページ平均500〜700文字程度だったので、制限一杯の1600文字ぐらいに圧縮してみました。
自分自身、文字数が多い方が読みやすいのもあったので。

武とかなた。が534で47位　はるかとかなた。が117で圏外
書き手ランクが651で28位でした。

武とかなた。

・真夜中の公園。

・二日酔い。

・思い出の場所。

・夏休み。

・出会ったあの日。

・放課後。

はるかとかなた。

・手作りケーキ。

・お兄ちゃん抱っこ。

・ぼくのおにいちゃん。

・お兄ちゃんと遊園地。

(08年10月現在のラインナップ)

FC2の方では克哉とあきらの方を書いてます。
ドイツ編。

挿し絵ももっと増やしていきたいと思ってます。

ストックはあるんですけど。

あと、こっそりギアスのルルロロ小説もスザクを絡ませながら進行していく予定です。

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
2008.10.19 Sun

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


無銘文庫のカウント。

無銘文庫なのですが。

前の記事にも書きましたが、1ページあたりの文字数を増やして全体のページ数を約半分にした所
、カウントも半分になってました。

「武とかなた。」　534→256　　「はるかとかなた。」　117→63

これは予想なのですが。

このサイトはもしかしたら作品のトップページでは無く、1ページごとにカウントを取っていてい
るのかも。

例えば、1人の人が100ページある作品を最初から最後まで次へ次へと通しで見たらそれは1カウン
トでは無く100カウントになる、とか。

上位にランクインしている作品を見てみると、どれもページ数が多かったり、逆に少ない方は【

完結】とあってもページ数が少なかったり。

(完結だと全て通しで読めるのでアクセスが増えたりする)

それを分かっていて書き手の皆さんはページ数を増やして書いていたのか、と思うと納得。

ウチの場合、80ページぐらい書くとライトノベル1冊分ぐらいになってる予定です。
現在24ページぐらい。

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
2008.10.20 Mon

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


あらいぐまラスカルの正体。

ちょっとした依頼でアライグマのキャラクターを描いたのですが、クライアントさんから「ラス

カルっぽく」とありましたので、資料を探してたら意外な事実が判明。

こちらラスカル。

こちらはアライグマ。

　　

そしてこちらがレッサーパンダ。

　　



ラスカルはレッサーパンダだったんじゃないかと思われます。

お腹の色は違ってますが。

レッサーパンダ-wikipedia-
ワシントン条約の附属書I（絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けており又は受けること
があるもの）に掲載され、取引が厳しく制限されている。

だからパパは森に帰して来いって言ったんですね。

JUGEMテーマ：★「あらいぐま　ラスカル」を集めよう！！
2008.10.22 Wed

http://jugem.jp/theme/c258/4447/


どうぶつの森レターセット

今日、任天堂から「おいでよどうぶつの森レターセット」が届きました。

クラブニンテンドーのポイントが9月いっぱいで失効するというのでその時点で申し込めたのがコ
レでした。

中には可能姉妹の妹から『姉が誰に手紙を出しているか気になる…』という手紙が同封されてま
した。

中身はこんなカンジ、２枚づつ入ってます。

さくらちるびんせん/ぷちぷちのびんせん/なつくものびんせん/うしがらのびんせん/スターなびん
せん/ひょうしょうじょう/たぬきちびんせん/ゆきだるまのびんせん
だと思います。

それとセットの封筒はこんなカンジ。



最近森に行ってないです、一ヶ月ごとにしか通ってない。

3日に1度の果物30万分の売買が面倒だったりする。

JUGEMテーマ：おいでよどうぶつの森

>きみきさん。
ウチはあまりどうぶつの森の事は書いてないですが。

リンクならご自由にどうぞ。

他の方も左下にアドレスとかバナーとかあるんでリンクはご自由に。

【リンクについて】

2008.10.23 Thu

http://jugem.jp/theme/c108/1273/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=6


ユーロを両替してきました。

最近の円高っぷりにちょっとユーロを今のウチに両替しておきました。

近所に金券ショップも無ければExchangeも無いし銀行でも扱ってないので、一週間前に郵便局で
両替しに行った所お取り寄せで一週間かかりますとの事で本日受け取りに行ったら予約した時よ

り11円も下がってました。
50ユーロで約7050円くらいが6455円に。

そこで追加で無いか問い合わせてみたらまた一週間かかるとか…。
やっぱり日本国内にユーロ使う人はいないからね。

人民元や韓国ウォンはすぐに用意出来るらしい。

日本にいっぱい居るし来ますからね。

なので丁度本日アメリカから帰ってくる妹に成田でユーロを同額両替してくるように頼みました

。

以前に余っていた11.66ユーロが購入時1979.285円→現在1505.306円に…473.979円のマイナス、
含み損というやつですね。

妹がコレを書いている最中に帰ってきました。

50ユーロ　6451円
やっぱり成田は若干安いですね、4円。

図書館で借りてきた本がドイツだらけですがドイツに行くワケでは無く資料として。



図書館で借りてきた本がドイツだらけですがドイツに行くワケでは無く資料として。

イギリスは相方となんとなく黒執事のやりとりしてるのでコレも資料。

それと、英会話の本で子供言葉というのがあまり無くて、今書いてる小説のくるみちゃんの言葉

をもっと可愛くバイリンガルにしてやろうと思って。

JUGEMテーマ：ヨーロッパ
2008.10.23 Thu

http://jugem.jp/theme/c149/477/


お気に入りの金魚が。

一番のお気に入りの白金魚「ほっぺ」

猫の他に金魚も飼っていますが、今朝その金魚が水槽の下で横たわっていたので水槽をコンコン

して名前を呼んでいたらとりあえず復活したような様子に落ち着きました。

水槽の下でじっとしています。

この前、この金魚の娘が卵をばらまき産んでしまって回収不可能になった卵から一匹だけ稚魚が

生まれましたが、2〜3日前から姿が見えなくなってしまいました。
どこに…消えたんだか。



カメラを向けたりすると息子娘が(和金っぽいのは故ママが和金なので)周りをウロウロしはじめて
守るように寄り添っていたり。

金魚にも同士愛があるように見えました。

ほっぺ、長生きしてくれ…もう２年以上生きてるけど。
そんなカンジで現在気分がダウナーです。

JUGEMテーマ：金魚
2008.10.24 Fri

http://jugem.jp/theme/c155/490/


克哉とあきら。ドイツ編

あきらの思いつきで、お菓子と同じ重さの野菜を探す為に悪戦苦闘してるくるみちゃん。

の挿し絵。

初めの所と克哉編の続きが出来たら無銘文庫の方に『克哉とあきら。』を掲載しはじめるかもし

れません。

リボ、コロネロが意外と可愛いかったんだぜ、コラ。

来週やっとスパナが出てくるよ。

大人リボーンの声は成田剣、ギアスの勝ち組オレンジでした。

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


[小説] ブログ村キーワード
2008.10.25 Sat

http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


妹がアメリカから帰国。

アメリカから帰ってきた妹が金髪碧眼じゃないからネイティブなアメリカンにはなれない！と豪

語してましたが、実際のアメリカンはカラードが大半なんじや？

黒人とかヒスパニック系とか。

金髪碧眼は大抵ヨーロッパからの移民、特にドイツのアーミッシュ系とかイングランドとか。

アメリカのどこに行ってた？表N.Y.とか？
ネイティブアメリカンの事言ってるならポカホンタスとか？

ならアジアの方が近いような気がする。

良かったじゃん、アジア人ならネイティブアメリカンに近いんだよ。

結局、言いたかったのは英語が通じなかったという事らしい。

アメリカ人ってそんなに冷たいの？

フランスに行った時は毎日感謝してもしきれない程助けてもらいました。

会話もゆっくりしてくれたし、拙いフランス語でも聞いてくれたし。

フランス人なら優しいよ、妹よ。

あと、妹はシューティングの近くにも居合わせたんだそうな。

アメリカ恐い…。
それに比べたら日本は安全ですね。

殺人事件やシューティングがあればニュースになるぐらい少ないのだから。

JUGEMテーマ：アメリカ
2008.10.26 Sun

http://jugem.jp/theme/c149/476/


アキラとくるみ。

あきらとくるみお風呂編。

小説の方はまだですが、挿し絵の方だけ先行。

無銘文庫の方もこのようなカンジになりました。

「武とかなた。」26位1064
「はるかとかなた。」47位405
書き手ランクも13位の1469に。
上位の人とは1桁ぐらい違いますが。
(08年10月27日現在)

どちらにも同じく、相方が名前を決めてくれた「七森先輩」が出てくる予定です。

コレで連動する？

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


[小説] ブログ村キーワード
2008.10.27 Mon

http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


北九州の麻生。

ウチの地元の北九州、気合いの入った場所でもありますが、そこの道を走っていると変な山が見

える事があります。

分かりますかね？

正面の山の頂上部分が削れて平らになってます。

この気円斬した跡みたいなのは、麻生セメントが削った跡です。

写真に撮ったのは子会社のものなのですが、こういった山が所々に点在しています。

山をも削る麻生財閥。

麻生邸も規模がデカすぎてカーナビに麻生太郎邸とか出ます。

山の中腹にあった893の屋敷よりデカいです。

JUGEMテーマ：福岡北九州
2008.10.29 Wed

http://jugem.jp/theme/c54/5474/


かなたと先輩。

　

無銘文庫「はるかな。」では7:お風呂。の挿し絵。
上画像を大きく見たい場合は画像をクリックして下さい。

この七森先輩の話で「はるかな武。」が繋がるようなカンジです。

克哉とあきらの方は、日本編を書いて時系列がまとまってから無銘文庫に置く予定です。

「武とかなた。」16位1653　　「はるかとかなた。」29位755
書き手ランク　11位2408　　(08年10月29日現在)

FC2携帯サイトの総ページ数が373ページを越えました。
どんどん増え続けてます、1ページ250文字までなので。
絶対的に足りない…。

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

ちなみにこのブログも25日辺りで一ヶ月間のカウントが1万越えてました。
1/8.5が今月ってどんだけ増えてるんでしょう。
ちなみに先月の合計は9479でした。
ありがとうございました。

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.10.29 Wed

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/novel1.html
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


マルコ写真置き場。

きれいなマルコ。

別のと記事で掲載した写真の別バージョンとか色々な写真があったので、個人的にもモフモフし

たいのでちょっと置いときます。

前の猫枕の別バージョン。



いい匂いのする肉球。

考えるマルコ

毛布から顔だけ出してきた。



暗い場所だと目が丸くなって可愛くなるのですが、そういう場所だと撮影が難しかったりする。

奇跡の一枚。

おなかモフモフ。

JUGEMテーマ：にゃんこ

>李々さん。
どうもです。

連絡用(仮)とは、最初このブログを始めた当初はかなり精神的にダウナーな時で、身近な人達に「
生きてますよ。」という連絡をするために始めました。

(仮)はそのウチ変える予定でしたが、いつの間にかそのままに。
変えるタイミングを失いました。

タイトルをやキャラの名前を考えるのは苦手です。

猫は今も隣で寝てます。

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


2008.10.30 Thu



武のフルネームが。

武のフルネームは相方が決めてくれましたが。

守月(かみづき)武

守月を調べてみたら「もりづき」とか「すづき」という読み方が多い。

どういう事なんだ相方…。

「武とかなた。」10位　　「はるかとかなた。」22位
書き手ランク　8位　　(08年10月30日現在)
どっちもトップ10入り、ありがとうございました。

FC2の方も1000カウントを越えて、中身も小説だらけになってきたんで「アニメゲーム」カテゴ
リから「文学小説」に変わりました。

ここまでページが多くなってくると無銘とFC2どっちに先に出してるか分からなくなってくる。

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


[小説] ブログ村キーワード
2008.10.31 Fri

http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


本日までの更新状況

「遊園地。」の挿し絵。

休みの日はなるべく更新するようにしています。

本日はFC2の方の「あきら編」の兄の話を更新しました。
順序はバラバラですが。

「武とかなた。」8位　　「はるかとかなた。」17位
書き手ランク　8位　　(08年11月2日現在)
この順位で固定したカンジ。

両方合わせても33ページにしかならない。
アメブロみたいなプレビューカウント方法の所では多くカウントされないんで、不利といえば不

利ですが、自分が読みやすい文字の多い方をとります。

それに読んでる媒体が携帯なので、ポンポン次ページに行ってしまったら上下の広告を読み込む

だけでパケット代が余計にかかるような気がするんで。

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


[小説] ブログ村キーワード

本日は依頼で描いている絵の締め切り日だったのですが、その日の深夜午前中にアップロードし

てそのまんま何の音沙汰もないんでアレで良かったんですかね。

まだまだ描かなきゃいけないみたいなので、取り合えずなんとなくやっておきます。

社長の松山さんと佩菻(ペイリン)は円高の現在、イベントでフランスに行っているそうです。
ひとつ買える物が増えてるカンジですかね。

2008.11.02 Sun

http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


インスタントマッシュポテト

パリでお金が無かったときに食べたマッシュポテトVICOを思い出して、輸入雑貨店とか成城石井
とか、輸入品を扱ってるネットとかも探してみたんですがありませんでした。

日本で言う所の玄関開けたら2分でご飯的なモノなのですが。

そこでとりあえずVICOにこだわらずに近所で探してみたらありました。

ちゃんとただの純粋なイモのようなので、購入して試しにポタージュスープに入れてみました。

フレーク状。

VICOは顆粒だったので、見た目思い出には程遠いカンジでしたが。

http://www.calbee-potato.co.jp/products/mash/


混ぜてみると程よいクリーム状に。

マコーミックのホワイトッペッパーを挽いてみました。

食べてみると…かなりなめらかでした。

コレのみで食べてみました。

VICOは全然何というか粒がある”まっくまく”だったんで、コレはコレで美味いんですが思い出に
は遠いカンジ。

VICOはなんとなくイモ。ってカンジなんですが、コレは澱粉。という味。
ポタージュのツナギとして使う分にはいいかも。

水溶き片栗粉か。

JUGEMテーマ：インスタント食品
2008.11.04 Tue

http://jugem.jp/theme/c210/1428/


BLランキングサイト

小説を色々なランキングサイトにリンクさせているのですが、唯一自分しか登録してないサイト

があります。

　　　【ずっとアナタのそばに】

TOPはこんなカンジなんですが。

「♂×♂の婚姻を扱うサイトの為の携帯用ランキング」
という、結構革新的なコンセプトだと思うのですが。

婚約（現代）（１）というのは自分のサイトです。

現在、参加者大募集中です。

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
2008.11.04 Tue

http://xranks1.peps.jp/fl2255/&s_id=tecnicaltypex
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


克哉とあきら。

賀川あきらの兄、賀川巽。

華道家元の若旦那。

無銘文庫の方で「克哉とあきら。」を始めました。

MLです。

タイトルのIn einem Hotel.は「ホテルにて。」というドイツ語
このシリーズに関してはタイトルを独語にしていこうかと思っています。

Wieviel Entfernung ist nach er?「彼までの距離はどれくらい？」
英語で言う所のHow much distance is to he?
微妙です。

▼それと色々なリンクサイトに登録してきました。

全て携帯サイトですがPCでも閲覧可能です。

B L ♂ U N I O N
‡BL♂switch百貨店‡
【全寮制学園BL物語】

http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mrank.tv/u/in.php?guid=ON&id=blunion&pid=tecnicaltypexx
http://rknt.jp/entry.php?in_id=tecnicaltypexxxa&id=kotyopug&guid=on
http://rknt.jp/s/entry.php?in_id=tecnicaltypexxxa&id=boyxboy&guid=on


BL×BL†Ranking
†BL♂LinkS†
ＢＬ受けサーチ

boys × loveランキング
＊総受けランク＊

■ Boy'S×LovE♂iN ■
Boys♂Navigation
BL学園系NOVEL Rank**
少年★らんく

ずっとアナタのそばに

少年愛小説Ranking
†*ショタ魂+Rank*†
スト重視☆BL小説ranking

かなり多くなってしまいました。

「武とかなた。」13位1631
「はるかとかなた。」19位1206
「克哉とあきら。」 - -位163
書き手ランク　8位3000　　(08年11月4日現在)

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.11.05 Wed

http://x.peps.jp/nanaser/&s_id=tecnicaltypexxx
http://01.rknt.jp/entry.php?in_id=tecnicaltypexx&id=bXberry&guid=on
http://rknt.jp/entry.php?in_id=tecnicaltypex&id=ladybug&guid=on
http://02s.rknt.jp/entry.php?in_id=tecnicaltypex&id=boyslove&guid=on
http://r.peps.jp/ttk34has16/&s_id=tecnicaltypexxx
http://r.peps.jp/ouka/&s_id=tecnicaltypexxxa
http://r.peps.jp/blast/&s_id=tecnicaltypexx
http://r.peps.jp/setouti/&s_id=tecnicaltypexxxa
http://r.peps.jp/yerblues/&s_id=tecnicaltypexxxa
http://xranks1.peps.jp/fl2255/&s_id=tecnicaltypex
http://r.peps.jp/blrk/&s_id=tecnicaltypexx
http://x.peps.jp/shotaranking/&s_id=tecnicaltypexxx
http://r.peps.jp/skyblue/&s_id=tecnicaltypexxxa
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


寒くなってきました。

今日は暖かかったですが、この季節は猫からすれば寒いようで。

見たらこんな事になっていました。

もう２歳にもなったので、長く一緒にいると飼い主と似てくると言いますが。

ここまで似なくていいと思いました。



何で袖から出てくるのか…。

狭い所が好きだから。

洗濯機の下とか、本棚の本と本の隙間とか。

明日から寒くなるそうです。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.11.06 Thu

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


執筆中。

全身画像を見る場合は画像をクリックして下さい。

※全裸画像なので周りを気にしながらご閲覧下さい※

隠すのを忘れた…。
平日なので執筆中です。

FC2の携帯サイトのリンクを色々いじってました。
アフェリエイト用の所にリンクタグを書き込めば複数リンクが入れられるんですね。

ちょっと分かりにくかった。

FC2は分かりにくかったりする事が多々あるような気が…妹もドメイン取得したのですが、サイト
を置いている所のアドレスと連動させる(？)事が出来ずに解約したとか。

問い合わせするにもかなりサイト内を探し回ってやっと見つけて質問しても回答はうやむやだっ

たとか。

でもFC2は以前の怪しげな広告を無くしてくれたんで使い続けていくと思います。
使い方さえ理解出来ればいいサイト。

他のHP鯖は広告が大きかったりフレームが崩れたりするんで。

「武とかなた。」14位
「はるかとかなた。」18位
「克哉とあきら。」41位
書き手ランク　8位　　(08年11月6日現在)

毎日新作出してないんでこんなカンジです。

そういえば、このブログも9万ヒットを越えてました。
ココは純粋にトップページに訪ねてきた人だけのカウントっぽいです。

ありがとうございました。

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/novel2.html
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm


▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.11.06 Thu

http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


心理テスト

なんとなく心理テスト。

相方にもなんとなく送ってしまいました、別のだけど。

【心理テスト　あなたの心の底をさぐります。】

↓回答はこんなカンジです。

深層心理テストなので一応隠しました。

最初の質問「森か林か」は、あなたの性格の性別を現しています。

「林」を選択したあなたは、「男性的」な人です。

２つめの質問「塀の高さ」は、あなたのプライドの高さを現しています。

あなたの答は 0.5 メートルでした
３つめの質問「椅子の数」は、あなたの理想とする「家族の人数」を現しています。

あなたは 4 人家族を理想としているようです。
４つめの質問「助けてくれた知人」は、あなたにとって便利な人物を現しています。

あなたは 賀川アキラ さんをベンリー君だと思っているようです。
５つめの質問「橋の向こうから来た異性」は、あなたの「運命の人」を現しています。

ウラジミール・プーチン さんは、あなたにとって運命の人のようです。
６つめの質問「数本の木」は、あなたの「敵の数」を現しています。

あなたには 無限 人の敵がいます。
７つめの質問「乞食」は、あなたがどうやっても越えられない偉大な人物を現しています。

あなたは、心の奥底で 岸部四郎 さんをとても尊敬しているようです。
あなたはどうでしたか。

ちなみに４つ目は思い浮かばなかったので適当に入れてみました。

こちらも有名なもの。

「あなたのお値段鑑定します」

内藤さんのお値段は（9998万8205円）階級は「総理大臣級」です（42階級中8番目）
麻生太郎級ですか。

▼内訳

心 2307万2830円 23 % 　Ａ
才能 1588万6060円 15.8 % Ｂ
境遇 3152万1310円 31.5 % Ｓ
人徳 2180万0030円 21.8 % Ａ

http://www.kcc.zaq.ne.jp/game/psycho/
http://www.hirakuna.jp/nedan/


運 770万7975円 7.7 %　Ｃ
▼総合評価

内藤さんがもっている最も高い財産は「境遇」です。これはあなたが現時点で恵まれてることを

示しますが、決して未来が約束されたものではありません。運の値段が低いので思わぬ転落を味

わうことがあるかもしれませんが、才能がそれをカバー。波乱万丈な人生が想像されます。

運が低い。

ちなみに

家電だとビデオで、文具だとコンパスで、ちょんまげだと森伝八郎で、車だとマセラティ　クア

トロポルテで、係りは掲示係で、三国志だと馬岱（ばたい）だそうです。

JUGEMテーマ：心理テスト·心理ゲーム
2008.11.08 Sat

http://www.iris.dti.ne.jp/~ttoyama/kaden/
http://park10.wakwak.com/~wakasa/i/main.htm
http://u-maker.com/67032.html
http://uranai.am/1005/query.htm
http://110129.com/ka/kakari.php
http://www.plastic-rouge.com/souten/marksteet.htm
http://jugem.jp/theme/c110/2838/


携帯サイト400P目

※画像差し替えました、大きいのを見る場合は画像をクリックして下さい。

携帯サイトのページ数がそろそろ400ページを超えようとしています。
カウントも2000を超えていき、FC2携帯の小説カテゴリで21位になってました。

「武とかなた。」13位
「はるかとかなた。」21位
「克哉とあきら。」23位
書き手ランク　7位3734　　(08年11月9日現在)

克哉兄さん達のが順位を上げてきました。

無銘文庫の方ではまだ日本編もドイツ編も、もちろんあきら編も入ってないのでまだページ数は

増える予定です。

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.11.09 Sun

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/novel3.html
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


テレビの猫と見る猫。

スナドリネコとイエネコ。

手前のイエネコの毛が逆立って負けてます。

さきほどNHKの「ダーウィンが来た」を見て興奮してました。

音声はイヤホン聞いているのでイエネコには聞こえないんですが、威嚇の映像の時に後ろから自

分が「フーッ！」と言ったら驚いて後ろに倒れてました。

お腹を見せて降伏ポーズのような。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.11.09 Sun

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


ブロンドの描き方。

小説の方でブロンドの子を書いているので、ちょっと自分のブロンドの描き方を紹介したいと思

います。

これを応用すれば何色でも描けると思う。

使用ソフト：Photoshop 5.0←コレが一番何も無くて描きやすい。

まずは下色を全体に入れます。

使用するツールはエアブラシツールです。

次に濃い方の色を入れます。

下の線とかは気にせず頭の丸みに沿って入れます。

バランスが取れたら後で下の線は消してしまうので。



同じ色で細いブラシを使って髪１本づつというカンジで線を入れていきます。

銅版画の線を入れているような感覚で。

上記と同じように薄い色も入れていきます。

ココでのポイントは見えなくても全体に入れていく事。

後で効果が出てきます。

覆い焼き・焼き込みツールというのを使います。

←の白く選択されているやつで

覆い焼きが”明るくなる方”
焼き込みが”暗くなる方”



髪の明るくなる部分を覆い焼き、暗くなる部分を焼き込み。

ブラシはぼかしで”ツールオプション”で露光度を低くすると失敗が少なくなります。

これで出た効果はこんなカンジ。

毎回画像を小さくしてしまうので潰れて見えない無駄な努力。

見えない部分でも白い筋を入れているとこの時に明るく線が見えてきます。



最後にハイライト。

線画の上にレイヤーを置いて髪の明るい色を上から置いていきます。

下の余計な線とかはココで白で消していきます。

※消しゴムで消すと”画像を統合”した時に下の色が出てきたりと色々と面倒なので。

以上です。

髪の描き方でした。

油彩出身なので、絵を描く人なら水彩と全く逆の色で入れているのが分かると思います。

それに薄い色から入れていくと時間がかかってしょうがない。

全体に色を入れてから薄い色で削っていく方が、効率よく作業が出来ると思います。

JUGEMテーマ：イラスト
2008.11.10 Mon

http://jugem.jp/theme/c279/1653/


刺青ディーノ

※クリックすると大きな画像へリンクします。

どこをクリックするかはご自由にどうぞ。

「未来編」では空気なディーノですが、描いてみました。

というかかなり前に描いていたもの。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.11.11 Tue

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/reborn28.html
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


紙カップ麺。

何か色々と言われている表面加工をした紙のカップ麺ですが、外装のフィルムを取ってみたらカ

ップ自体からも中の匂いがしていました。

コレはうどんのカップなのですが、表面からかなりカツオだしの匂いが。

カップヌードルの方も同じく匂いが出てました。

近くに防虫剤を置いてると匂いが移ると言ってますが、近くに別のモノを置いてもカップ麺から

匂いが移りそうなぐらい。

コレは発泡スチロールのカップの時は無かったように思います。

熱湯を入れると発泡スチロールの成分が若干溶け出してくるという話が広がって、紙に変えた所

にこの件が来たようなカンジなのですかね。

実は以前から自分は薄い味が好みなんで、カップから自分の持ってる大きめなサイズのカップに

移し変えて食べてました。

コレだと発泡スチロールが溶ける事も無いですし、好みの薄味にも出来るんで。

それと関係ないですが、上の写真のどん兵衛うどんにもう少しゆずの風味が利いていれば良かっ

たな、と思いました。



たな、と思いました。

コレはノンフライのうどん麺だったので買ってみました。

ノンフライ麺好きです。

JUGEMテーマ：インスタント食品
2008.11.12 Wed

http://jugem.jp/theme/c210/1428/


武とかなた。挿し絵

なんとなく聖母子ポーズ。

武とかなた。の「二日酔い。」の挿し絵

無銘文庫の方は休日に集中して更新しています。

加筆修正してるのでちょっと遅いかもしれません。

すんません。

「武とかなた。」10位
「はるかとかなた。」20位
「克哉とあきら。」12位
書き手ランク　6位4090　　(08年11月11日現在)

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.11.13 Thu

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20081114_448034.jpg
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


渋谷の事故とオランダの事故。

【渋谷の爆発火災：msn産経ニュース】
2008.11.12 14:26

↑このニュースを見て思い出したのですが。

2000年の5月にパリに行ってた時にやたらと花火工場(？)の爆発のニュースが流れていました。

【ネット上の衝撃映像まとめ ：オランダ・花火工場爆発 @wiki】

探してみたらありました、結構有名な画像っぽい。

youtubeの方はこちら。、ニュースの映像です。

爆発の様子。

2000年5月13日
オランダ郊外で不正に中国産の花火を大量に保管していた倉庫が爆発。

原因は管理人の放火だとか。

どうしてだかよく分かりませんが。

街中で人間めがけて花火が飛んできたりと、かなりエキサイティングな映像でした。

ニュースでは「ウチは人家から遠い所で保管してるから大丈夫！」と言う人が出てきましたが、

そこはかなり木が密集している森でした。

山火事を想定していない…。

同じ時期に「小渕首相死去」のニュースが入ってきて、街を歩くとすれ違い様にフランス人がオ

ブチなんちゃらとよく言ってました。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/081112/dst0811121432008-n1.htm
http://www25.atwiki.jp/29niku/pages/6.html


その当時のパリと昨年で違っていた事といえば、ティッシュペーパーの質がトイレットペーパー

から武富士のティッシュぐらいにグレードが上がってました。

あと普通のマーケットにリンスやコンディショナーが出現。

生理用品などの女性物のグレードが急に上がっていました。

JUGEMテーマ：事件・事故
2008.11.13 Thu

http://jugem.jp/theme/c7/1480/


白金魚天国へ。

この前の記事で弱っていたと書いた白金ですが、この度天国へと旅だって行きました。

一番元気だった頃の白金。

どのくらいの頃からいたのか写真を整理してみたら

ウチに来たのが2005年7月5日とありました。

これが初めて撮った写真らしい。

前の携帯のものなので荒いです。

手前のが今回の子。

奥の子は露天金魚らしくあっさり。



こんなのもありました。

深夜に水槽を見てみたら先輩金魚と寄り添ってました。

前ヒレが。

露天金魚だから十分くらいでしょうか。

ウチに来た時点で１歳っぽかったので４歳ぐらいでした。

ウチの周りでは埋められる土が無いので、ベランダの鉢植えに埋葬しました。

猫が掘り返そうと狙ってたので、上に石を置いてます。

ごめんよ。

狙っていた猫のお尻にシャワーっと水をかけたらドアにぶつかりながら逃げて行きました。

そんなに怖がらなくてもいいのに、と思うぐらい跳ねてました。

JUGEMテーマ：金魚
2008.11.13 Thu

http://jugem.jp/theme/c155/490/


本日のリボーン。

※後で画像差し替えます。

本日のリボーン。

お持ち帰りされるツナ。(来週ひん剥かれる予定)
３年前に発見されていたツチノコ。

クローム×ツナ
なまはげハル。

ちょっとお持ち帰りしている様子を描いてみました。

来週はスパナの当て字酢花゜が出てくる。

州巴奈とか巣破拿では無く、酢花゜

NHKでパトリック・ハーラン(パックン)が書いた”鳩゜陸・波乱”のようなイメージ？

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.11.15 Sat

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


最近はちょっと停滞気味です。

スキャナーがカラー写真しか読み込まないので、線画が取り込めません。

妹のスキャナーは複合型なので重いし、買い換え時なのか。

もうコレで３台目。

スキャナーとHDとイヤホンは消耗品？
イヤホンは猫に食い千切られるからですが…。
何で猫はヒモを見るとエキサイトするんですか？

「武とかなた。」11位
「はるかとかなた。」20位
「克哉とあきら。」16位
書き手ランク　8位　　(08年11月15日現在)

最近ちょっと更新してないんで。

↓こっちのFC2携帯の方は423ページ目になりました。

▼画像あります。for 携帯版
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.11.16 Sun

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


デスレース2000

デスレース2000
この商品をレビューしたブログ一覧»

ジェネオン エンタテインメント
¥ 3,416 
(2008-02-22)

「私は貝〜」とか最近はリメーク多いですが、その中でもどこまで再現出来るか分からない一本

。

【デスレース 2000】

大統領命令のバトロワレース。

仕事を選ばない時期のシルベスタ・スタローン。

ナチスの旗を振りかざす人達が出てきて、まず始めにその車が谷底に落ちます。

病院が面倒になった老人達を車に轢かせ処分。

おっぱいがいっぱい。

おっぱいキャットファイト。

このレースを良しとしないマスクマンが主人公。

マスクマン優勝で大統領を射殺。

最後に「今度は日本の腐った役人どもを制裁してやろうぜ〜イヤッハ〜！」的な台詞で終わり

ます。

タイムリーなこの映画は今年の11月29日から公開です。

JUGEMテーマ：洋画
2008.11.20 Thu

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0011MR982/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0011MR982/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/B0011MR982/
http://jugem.jp/theme/c171/3997/


久しぶりの更新。

　　 　　 　　

携帯サイトのリンク用アイコン。

サイズが　30 x 30　なんで粒みたいですが。
携帯からのINクリックが0だとリンクが消えるみたいなんで、そろそろ消えるのが出てくる時期
です。

自らクリックしてもWILLCOMは携帯と認識されないようなので自演は無理。

久しぶりに更新再開しました。

今回の「はるかとかなた。」は一つ書き終わってみたら1600文字をちょっと越えていたので、２
つに分ける為に300文字ぐらい加筆してて時間がかかってしまいました。

他のも途中の繋ぎ部分が出来てないのと、時系列が重なってきたのでどれがどの前後か整理して

る最中。

今後は、かなたの女装がレベルアップしたり、武が風邪を引いたり、あきらとくるみちゃんの仲

が発展したり、はるかが女装するかもしれない。

色々とある予定です。

どこまで書けるのか、何年後まで書けるのか分かりませんが結構構想だけはあります。

その中から半分ぐらい削っていけばダラダラせずに行くようなカンジですかね？

「武とかなた。」15位
「はるかとかなた。」26位
「克哉とあきら。」33位
書き手ランク　9位　　(08年11月20日現在)

今回は新作無かったので。

画像あります。for 携帯版

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
[小説] ブログ村キーワード
2008.11.20 Thu

http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


ボジョレー・ヌーボー。

このボージョレーですが、現地価格だと約400円くらい。
円高とかでは無くて、通常価格。

元々この地方のワインは「がぶ飲みワイン」の産地なので、このワインもそのようにがぶ飲みす

べきなんですが。

日本はワインをそんなカンジで飲むような文化でも無いし。

フランスに滞在してた時も、あと数日で帰国だからマーケットでワインでも買って部屋で飲もう

かな…と思ってたら、大瓶しか無くて断念。

日本で想像している瓶に一回りプラスしたくらい。

大きいのではコカ・コーラのボトルみたいなサイズもあるし、箱みたいなのもある。

初日に買っておけば良かったかも…安いし。

日本でフランス製品を探すと高いですね、パリとかフランスという名前が付くと高くなる、何

でしょうフランス税でもかかってるんでしょうか…。

ワインをお土産で購入したら洋服でぐるぐる巻きにしてトランクに入れないと、今は手荷物に水

分はリミット付きでダメだからボッシュートされてしまいます。

前回、社長の松山さんが見事に引っかかりボッシュートされたとか。

今回は大丈夫だったのかな？

JUGEMテーマ：フランスに関するニュース
2008.11.21 Fri

http://jugem.jp/theme/c9/802/


FC2携帯が頑張っている。

FC2携帯サイトで表示出来る文字数が250→512に増えたのでただいま改訂中です。
440ぐらいあるページ数が約半分ぐらいになります。
そうしている内に携帯サイトが3000アクセスになっていました。
ありがとうございました。

ランダムにメッセージを入れられたり、携帯キャリア別にメッセージが表示出来るようになった

ようです。

でも、そんな事しても…どういうメッセージを入れたらいいんだか…。

iモード(docomo)→NOKIA参入おめでとうございます、実は初期PHSの頃にはあったんですよ、自
分の初携帯です。

ウィルコム→同じ機種です、たまにハブられたりしてご苦労も多いでしょうが一緒に頑張ってい

きましょう…。

このくらいしか思い浮かばない。

ランダムに表示出来るのは３つなので、小説の方のリンクでも入れたらいいんでしょうかね。

「武とかなた。」16位
「はるかとかなた。」24位
「克哉とあきら。」31位
書き手ランク　10位　　(08年11月22日現在)

画像あります。for 携帯版

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.11.22 Sat

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


10年後リボーン

※クリックすると大きな画像になります。

未来編では成長したリボーンが少し出てきます。

中の人はギアスのオレンジ農園の人。

この画像はウチのサイトでジョロキアの次に一番画像検索されてるもので、今回それをカラーに

してみました。

他にも10年後コロネロとか、メガネのコロネロとか。

あと、意外と”撲殺天使クローム髑髏ちゃん”で来てる方も多いようです。
骸ボコ殴りの衝撃画像ですし。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.11.25 Tue

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20081125_452203.jpg
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


加筆修正と新サイト

話が入り組んで来たので、エピソードごとに分けて一旦整理してみました。

ピンク：4兄弟のパパとママ。
オレンジ：あきら。

黄色：武とかなた。

むらさき：克哉。

きみどり：はるかとかなた。

一番左側のは過去話。

その隣の列から現在書いているもの。

３番目の列から夏休み編、それ以降は「克哉とあきら。」のみになってます。

連休から全小説の加筆修正してました。

無銘文庫は1ページ最大文字数1600なのですが、1000文字ぐらいが適当という事で、新聞小説も
そのくらいの文字数ですし、カウントもしやすいし、そのくらいで落ち着きました。

そこで修正している途中、FC2で小説がうｐ出来るサービスが始まったのでそこでちょっと書いて
きました。

▼FC2小説版
「はるかとかなた。」

「武とかなた。」

「克哉とあきら。」

http://novel.fc2.com/novel.php
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=tc&nid=638&guid=on
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=tc&nid=768&guid=on
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=tc&nid=787&guid=on


携帯サイト(画像ありますfor携帯版)とは違います。
11月25日から始まったらしいのでまだ作品も人もまばらです。
画像のサイズがリサイズされてしまうのが今の所の難点。

「武とかなた。」18位
「はるかとかなた。」19位
「克哉とあきら。」33位
書き手ランク　8位　　(08年11月27日現在)

画像あります。for 携帯版

↓新サイトというのはコチラの方です↓

FC2小説【小説一覧】

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.11.27 Thu

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


猫の睡眠時間。

猫は夜行性動物な為か深夜から早朝にかけて元気なので、こっちの元気玉が吸い取られていく…
。

そんなカンジでまた早朝に暴れていたので、タオルケットにギュウギュウに包んでおいたら大人

しくなって眠ってくれました。

それでもまた深夜に暴れられたらかなわないので、今日はいつも眠っている昼間夕方に眠らせず

においたら、やっと夜に眠ってくれました。

なので今はスヤスヤ眠っています。

幼稚園児のよう…。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.11.28 Fri

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


意外と書きやすいFC2小説

スキャナーが読み込まないんで、プレビュー画面をキャプチャーしてます。

これから掲載予定で画像だけ出来てる。

前のDSのやつもそうでした…。

FC2小説にコードギアスR2の小説をチョロっと置いてきました。
FC2【you are hold with me for me. ｽｻﾞﾙﾙﾛﾛ】
前に(8月31日〜)相方と共著していた　スザク×ルルーシュ×ロロ

他にもREBORN!とか置いてこようかなぁ…。
コロツナですが。

というかツナ総愛されですが。

「武とかなた。」16位
「はるかとかなた。」19位
「克哉とあきら。」33位
書き手ランク　8位　　(08年11月29日現在)

画像あります。for 携帯版

FC2小説【小説一覧】

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
[小説] ブログ村キーワード
2008.11.29 Sat

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20081128_453410.jpg
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=tc&nid=1244&guid=on
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


アクセス数。

このブログのアクセス数なのですが、もうすぐ10万を越えそうなカンジで、ありがたい限りです
。

ウチのアクセス数は1日平均400↑ぐらいで、ブースト時は700〜800ぐらいなのですが、それが果
たして平均からするとどのくらいなのか気になってググってみました。

【ブログに関する調査。７割以上のブログは1日の平均アクセス数が50以下、週に1回以上更新を
行なうブログは６割以上。】

調査はちゃんと書いている人が回答したもので、宣伝広告のみのブログは含んでいません。

ココの調査によると、ウチは全体の4.1%に当てはまるブログだそうです。
更新は”ほぼ日”を目標にしている19.8%
内容は友人知人への近況報告の14.0%

前のコメントのレスにも書きましたが、このブログを始めた当時、自分がダウナーだったので友

人知人の方々に向けて「かろうじて…生きています…」という近況報告の為に始めました。

女性アイドル顔出しでも無ければ、タレントの画像があるワケでも、株情報があるワケでも、主

婦の気まぐれレシピが載ってるワケでも無いこのブログを見に来ているあなたは一体どちら様で

すか。

友達100人居るワケでも無し、というか同窓会すら気配がない。
同級年代はほぼneetestばかりなので当たり前なのですが。

何か悩みが多くてこんなカンジです。

http://www.imi.ne.jp/blogs/research/2008/05/080521blog.html


自分は飼い猫にごはんをあげる人になれれば、それで十分です。

※追記

ちなみに、このJUGEMブログは来てくれた方の数なのでアクセス数。
某ブログサイトは次のページへ進むごとのカウントなのでページプレビューになってちょっとニ

ュアンスが違います。

JUGEMテーマ：気になること
2008.11.30 Sun

http://jugem.jp/theme/c314/3334/


リボーン'sとチビ's

前の記事でちょろっと書いたと思うのですが。

相方のリクエストで「みんなをパパにしてツナとのチビを描いて」という事でシリーズっぽく描

いてみました。

まだカラーは入れてません、後で入れます。

▼リボーンとチビ

アルコバレーノのリボーンとは違う、本物の赤ん坊なカンジ。

↑クリックすると大きい画像になります。

▼ディーノさんとチビ

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20081202_454896.jpg


育ちの良い可愛いお坊ちゃまなカンジ。

あとコロネロと獄寺とか、色々。

まとまったらFC2の「画像あります。」に掲載したいと思います。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.11.30 Sun

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


チビシリーズ。

コロネロと獄寺。

▼コロネロとチビコロネ。

チビと一緒におやつ。

▼獄寺とチビ獄。



10代目とのチビが出来て嬉しくてたまらない獄寺。
DQNらしくアクセサリー付けまくり。

あと、山本と、雲雀さんと、スパナと、ランボと、XANXASと、一代目(ジョット)があります。

はじまりは相方の

「ディーノさんが赤ん坊を背負って鞭構えて戦ってた」夢を見た。

というメールがあったとクロッキー帳にメモってありました。

このシリーズで何か描けないかと思ってます。

女体化ツナ。

そうなると女性向けなのか男性向けなのか分かりませんが。

ツナとフウ太は男性向け。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2008.12.01 Mon

http://jugem.jp/theme/c190/1242/


★ギアス小説★

以前FC2の携帯サイトでちょろっと書いていた★ギアス小説★を続きも含めて掲載しています。

FC2小説【you are hold with me for me. ｽｻﾞﾙﾙﾛﾛ】

現在51ページぐらいまでなってます。

ルルロロ・スザロロ・ジノロロ

相方のご希望がロロ総愛されなので。

FC2小説【小説一覧】

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２
[小説] ブログ村キーワード
2008.12.04 Thu

http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=tc&nid=1244&guid=on
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://jugem.jp/theme/c194/4066/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


猫の光る目が撮れない。

少し袖が大きめな上着の袖から顔を出していて、その中で目をキラキラ輝かせていたので写真

を撮ったのですが、その光っているカンジが上手く撮れませんでした。

携帯のカメラだからかも。

この写真を撮った後、袖から飛び出してきて指を噛じられました。

キラキラではなく、ギラギラの狙い顔だったようです。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.12.05 Fri

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


変な間取りの賃貸。

書いてるものの資料にと、間取りを色々と見ていたらこんなものを発見していまいました。

いい部屋ネット【山手線 駒込駅 東京都文京区本駒込】

部屋のみ。

間取りは　1R　で　面積は　3.4?

実は部屋意外は全て共用のマンション(？)でした。
外見アパートのような気もするのですが。

普通に子供部屋のようなモノだと思えば住めなくもない…？

他に調べてみたらこういう形の部屋は普通にあるんですね。

いい部屋ネット【山手線 駒込駅 東京都文京区本駒込】

また駒込。

学生さんが多いからでしょうかね。

http://www.eheya.net/detail/detail.jsp?favorite=&sc_house_plan_l=1R%2F1K&sc_price_l=&sc_price_u=150000&sc_area_id=kanto&sc_area_l=&sc_house_plan_u=1DK%2F1LDK&search_id=rent_area&sc_prefecture_id=A130&sc_area_u=30&sc_kind_group=mansion&sc_city_id=13110&sc_city_id=13103&sc_city_id=13114&sc_city_id=13112&sc_city_id=13113&all_display=false&sort_condition=use_part_area.desc&sc_property_full_id=300046280001009002610&start_position=20301
http://www.eheya.net/detail/detail.jsp?favorite=&sc_house_plan_l=1R%2F1K&sc_price_l=&sc_price_u=150000&sc_area_id=kanto&sc_area_l=&sc_house_plan_u=1DK%2F1LDK&search_id=rent_area&sc_prefecture_id=A130&sc_area_u=30&sc_kind_group=mansion&sc_city_id=13110&sc_city_id=13103&sc_city_id=13114&sc_city_id=13112&sc_city_id=13113&all_display=false&sort_condition=use_part_area.desc&sc_property_full_id=300046280001009010908&start_position=20221


それか倉庫として使用するんでしょうか、倉庫借りた方が安いけど。

JUGEMテーマ：賃貸
2008.12.06 Sat

http://jugem.jp/theme/c127/3248/


変な間取りの賃貸2

とりあえず私たち庶民は見るだけで楽しむ広い間取り編。

広すぎるだけあって妙なものが多数。

尖った間取り。

いい部屋ネット【小田急電鉄小田原線 参宮橋駅 　東京都渋谷区代々木】

かなりの尖り具合です。

先端に「トランクルーム」というのは見えるのですが、潰れて見えない先には何があるんでし

ょう。

一戸建てとありますが５階分あるのでビル扱いになります。

共益費が通常で言うところの家賃並にあります。

自宅というより事務所のよう。

玄関どこ？

http://www.eheya.net/detail/detail.jsp?favorite=&sc_house_plan_l=2K%2F2DK%2F2LDK&sc_price_l=150000&sc_price_u=&sc_area_id=kanto&sc_area_l=30&sc_house_plan_u=&search_id=rent_area&sc_prefecture_id=A130&sc_area_u=&sc_kind_group=mansion&sc_kind_group=house&sc_city_id=13110&sc_city_id=13103&sc_city_id=13104&sc_city_id=13109&sc_city_id=13113&all_display=false&sort_condition=use_part_area.desc&sc_property_full_id=300046560000023000023&start_position=1


いい部屋ネット【京王電鉄井の頭線 神泉駅 東京都渋谷区松濤】

通常外に向かって扉がある筈の玄関がありません。

よく見て見ると真ん中に「エレベーターホール」があります。

これは階全体が１部屋になっている間取りです。

誰とも顔を合わせずに生活出来るようになっています。

シャイなひきこもりにお勧めな物件。

これは玄関はあるのですが…。

いい部屋ネット【東京都三田線 白金高輪駅 東京都港区白金】

どうやって入るのか分かりません。

外観写真も無いので、推測も出来ませんでした。

白金の一戸建て。

http://www.eheya.net/detail/detail.jsp?favorite=&sc_house_plan_l=2K%2F2DK%2F2LDK&sc_price_l=150000&sc_price_u=&sc_area_id=kanto&sc_area_l=30&sc_house_plan_u=&search_id=rent_area&sc_prefecture_id=A130&sc_area_u=&sc_kind_group=mansion&sc_kind_group=house&sc_city_id=13110&sc_city_id=13103&sc_city_id=13104&sc_city_id=13109&sc_city_id=13113&all_display=false&sort_condition=use_part_area.desc&sc_property_full_id=300052600000001000155&start_position=11
http://www.eheya.net/detail/detail.jsp?favorite=&sc_house_plan_l=2K%2F2DK%2F2LDK&sc_price_l=150000&sc_price_u=&sc_area_id=kanto&sc_area_l=30&sc_house_plan_u=&search_id=rent_area&sc_prefecture_id=A130&sc_area_u=&sc_kind_group=mansion&sc_kind_group=house&sc_city_id=13110&sc_city_id=13103&sc_city_id=13104&sc_city_id=13109&sc_city_id=13113&all_display=false&sort_condition=use_part_area.desc&sc_property_full_id=300039560004526013316&start_position=11


もしかしてエレベーターでしか入れない構造？

電気代がエラい事に。

しかも下の階に行く程先細り。

カースペースなんでしょうが、何だか危なっかしいです。

製図がアレ過ぎてよく分からない間取り。

いい部屋ネット【山手線 渋谷駅 東京都渋谷区松濤】

複雑過ぎる間取り図。

これは寸法を書き込みすぎて、潰れてよく見えなくなってしまってるもの。

外観はスクエアで普通にシンプルな一戸建て。

他にも高額物件は個性的なモノが多かったです。

量産されているものでは無いので、家主かデザイナーが自由にやっているようなカンジがしま

した。

JUGEMテーマ：賃貸
2008.12.06 Sat

http://www.eheya.net/detail/detail.jsp?favorite=&sc_house_plan_l=2K%2F2DK%2F2LDK&sc_price_l=150000&sc_price_u=&sc_area_id=kanto&sc_area_l=30&sc_house_plan_u=&search_id=rent_area&sc_prefecture_id=A130&sc_area_u=&sc_kind_group=mansion&sc_kind_group=house&sc_city_id=13110&sc_city_id=13103&sc_city_id=13104&sc_city_id=13109&sc_city_id=13113&all_display=false&sort_condition=use_part_area.desc&sc_property_full_id=300052600000001000123&start_position=1
http://jugem.jp/theme/c127/3248/


ゆるいキャラクター作り。

「ゆるキャラ」というカテゴリに入るのかどうか分かりませんが、今現在描かせてもらってい

るキャラがこちら。

アライグマ親子。

線画にして色をラフに入れたもの。

こちらボツになったモノなので、掲載しちゃってもいいかな、と。

クライアントさんからの依頼に「あらいぐまラスカル」で。

と言われ、そのままパクるワケにもいかずなんとなくですが色の配置を変えてます。

ゆるキャラをデザインしている方々に共通して



「○○(アニメのキャラクター名)と同じようにして」という著作権無視な依頼や
「なんとなくかわいいの」という、ぼんやりとした依頼が多いそうです。

ウチも前に「ＱＯＯっぽく」とか「頭に髪飾り付ければ女の子に見える？」といった事を言われ

ました。

これらのぼんやりとしたクライアントさん達の依頼内容と、それをぼんやりと受け取るこちら側

という関係に、現在の「ゆるキャラ」の基礎があるように思われます。

JUGEMテーマ：イラスト
2008.12.09 Tue

http://jugem.jp/theme/c279/1653/


オゾン化粧品

テレビで、以前キャラを描かせてもらった所の「オゾン化粧品」が出てました。

【家庭用オゾン発生器とオゾン化粧品の専門店、オゾンショップ】

番組で出てたように、あれはパックして落とせば良かったんですね…それなら普通に使えそうな
気がする。

以前にも書きましたが、けっこう蜂蜜ぐらいベトベトなので普通の乳液のように使っていたら重

すぎたのですが、朝起きて水洗顔したらその日は一日中化粧水がいらなかったです。

いらないというか、ちょっと一日置き以上間を開けないと保湿力がありすぎてベトベトしてま

した。

肌がまだ若い人には油分が足りすぎてあまりオススメでは無いカンジの乳液(？)で、一回付けたら
洗い流すくらいが適量かもしれない。

毛穴が目立つのは油分が出過ぎてるから、というよりは水分が足りないかららしくて、油分を取

り除くよりこういうので保湿する方がいいとか。

確かに毛穴は目立たなくなってました。

これから乾燥の季節ですし、付けてサラサラする乳液よりはこういうベトベト乳液でパックして

水洗顔して7割ぐらい落として3割付けて一晩置くぐらいがいいかもしれません。
乾燥と刺激はシワの元とか言いますし。

JUGEMテーマ：アンチエイジング
2008.12.10 Wed

http://www.ozone-shop.jp/
http://jugem.jp/theme/c119/1302/


ドイツ編とか。

ドイツ編、まだ未掲載の話の挿し絵。

まだ寝間着のあきらと、泣いてるくるみちゃん。

「克哉とあきら。」

無銘文庫の日本編がなかなかまとまらないんで、そこでドイツ編を始めてしまおうかどうか検

討中。

「武とかなた。」

相方とのメールでは武の親父さんが登場。

その過去話書こうかどうか迷ってる最中。

「はるかとかなた。」

とりあえず停滞気味。

はるか中心のものを考え中。

それにしても映画のメメントのようにストーリーが進んでは過去に戻りとかしてていいんでしょ

うか。

思いつく順番で掲載していくと、そんなカンジになる。



このブログもいつの間にかアクセス数10万を超えていました。
今は10万と3000くらい。
ありがとうございました。

「武とかなた。」11位
「はるかとかなた。」20位
「克哉とあきら。」30位
書き手ランク　9位　　(08年12月13日現在)

画像あります。for 携帯版
こちらもカウント4000を超えてました。
現在加筆修正中。

FC2小説【小説一覧】

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML

[小説] ブログ村キーワード
2008.12.13 Sat

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


俺の屍。

俺の屍を越えてゆけ PlayStation the Best
この商品をレビューしたブログ一覧»

ソニー・コンピュータエンタテインメント

--- 
(1999-06-17)

最近またゲームやりたい気分になってきました。

以前は「どうぶつの森」で預金が4億7千万ベルになり　「ポケットモンスター　パール・ダイヤ
」ではあと残りポケモンが30匹に。

今度は、ロマンシング人間ダビスタ家系図SAGAこと
「俺の屍を越えてゆけ」

　実は以前に昼子超えは果たしたんでそのままになってました。

　15年目、54人目でやっと出来た、昼子超え。

　自分の所の氏神で作っていくと出やすい、ような気がしました。

　メモを見ると

　両親とも氏神の子で、その祖母も氏神家系でした。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00005OV6A/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00005OV6A/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/mono/amazon/B00005OV6A/


　氏神になるのも、よそから分社してきた氏神が親だったりする。

昼子超えきっかけの氏神

　　

北天の方は昼子超え氏神の母方の祖母の親で、父方(氏神)の祖母の親。
仙人は父方(氏神)の親。
で、その父方(氏神)の母親の親が北天。
で、その母方の曾曾曾曾祖父の親も北天。

何だかややこしい…遺伝病を考えなくていいのがこのゲームの醍醐味。

偶然同じ姿と同じ名前。



　　

こちらは別々の家で生まれた子なのに、色違いだけど同じ姿で、氏神になった時の名前も同じで

した。

親も何もかも全然違います。

▼現在のメインっぽいメンバー

義満・大照天夕子の子。

まだ当主では無いけど当主候補、顔が。



剣心・いつかは付ける名前、剣心。

昼子超えをした「勝利姫」の子、先々代が片翼のお業の子。

名前からお察しの通り剣士です。

麓太郎・テニプリのリョーマっぽい子から出来た長太郎っぽい子。

代々風属性、槍使いの家系。

JUGEMテーマ：攻略ヒント・小ネタ
2008.12.15 Mon

http://jugem.jp/theme/c104/2948/


ディズニーシーに来ています。

本日ディズニーシーに来ています。

母親からチケットがあるからという事で急遽召集されてしまいました。

ジェットコースターとか苦手なのに山から落ちるやつ２回目です…。

色々と他の写真も撮っているので掲載できれば次記事にて。

JUGEMテーマ：東京ディズニーリゾート(TDR)
2008.12.15 Mon

http://jugem.jp/theme/c150/372/


猫が行方不明。

朝からバタバタと部屋を右往左往してたり、布団の上でバタバタ暴れてたので、疲れてたんで叱

ってからそのまま寝ていたらマルコが居なくなってしまいました。

部屋中探しても居ないんで、家から出した事も無いんですが外を探してみても居ない。

一応近所の猫師匠にも連絡してみましたが、そこにも来てないとか。

朝ご飯を食べさせてからそれ以降は食べてない筈なんで、腹が空いたらどこからか出てくる

かな…。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.12.16 Tue

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


猫帰る。

猫が帰ってきました。

猫師匠に連絡したら、師匠が飼い猫ミッケちゃん♀をウチの方に放って「マルちゃんを探しな

さい」と言ったら数秒でミッケちゃんが倉庫の下にマルコが居るのを発見してくれました。

倉庫の下を見たら不貞腐った顔をしたマルコが唸ってました。

数時間の大冒険の末、結局敷地から出る事が出来なかったマルコ。

多分灯油を入れるのでドアを開けっ放しにしておいた時に逃げたんじゃないかと。

なので鈴の付いた首輪を付けました。

子猫の時にあまりにも嫌がって外そうとして暴れて下顎までハマった事があるので付けてなかっ

たんですが、家猫でも付けてないとどこに居るか分からないんで。

今度、何か綺麗なの買ってこよう。

ミッケちゃんにも菓子折り持ってかなきゃ。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.12.17 Wed

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


４兄弟のパパとママを。

「武とかなた。」

風邪の話の後、女装でデート。

この前の挿し絵の話です。

「克哉とあきら」

ドイツ編に新しいキャラが出てきます。

それで兄弟の小さい頃の話が繋がるカンジ。

タイトルドイツ語訳

gemacht in japan.　日本製　made in japan.みたいな。
Ein kleiner Freund.　小さな友達。

「はるかとかなた。」は、しばらく動かない予定です。

４兄弟のパパとママの話を書きたいかも。

マクシミリアンとさくらちゃん。

そうなったらFC2携帯サイトの「パパ編」の方に書くかもしれません。

「武とかなた。」10位
「はるかとかなた。」16位
「克哉とあきら。」21位
書き手ランク　6位　　(08年12月18日現在)

画像あります。for 携帯版

FC2小説【小説一覧】

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
[小説] ブログ村キーワード

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20081128_453410.jpg
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


2008.12.18 Thu



東京ディズニーシーのレポ

この前行ってきた「東京ディズニーシー」ですが、無計画に行ったら回りきれないので、今回行

ったルートを掲載しておきます。

何か参考になれば。

11時頃に着いてから、メディテレーニアンハーバーという中心の湖の道を歩いていると隠れミ
ッキーっぽいモノを見つけました。

微妙ですが、この周辺にいっぱいあります。

そこの階段を上がって行くと「センター オブ ジアース」があります。

ファストパスは14時ぐらいのものがあって、列に並ぶと40分待ち。

そこで並んで乗ってからそのままロストリバーデルタの方に行って”ハンガーステージ”と書かれた
看板のある「ミスティックリズム」に行きました。



最近出来た”ZED”のようなステージで、ガイドマップには載ってない穴場なアトラクション。
開演時間：　10:45 12:15 13:45 15:45 17:15

近くでリアルなチップとデールがウロウロしてました。

そのロストリバーデルタには全体の待ち時間とショーの時間帯が書いてある”INFOMETION”があり
ます。

ココでショーの時間などをチェックしておくと良いかもしれません。

携帯で撮ろうとしたら元気良く「お近くでどうぞ！」と言われてしまいました。

ポートディスカバリーに行くと「ストームライダー」に長蛇の列が出来ていました。

多分、愛・地球博のアメリカ館のようなカンジだと思うのですが、一度も入った事はありません

。

とにかく凄い列なので、向かいにあったリニアモーターカーの「アクアトピア」に乗ってちょっ

と気持ち悪くなったりして。

そこから電車の「エレクトリックレールウェイ」に乗ってアメリカンウォーターフロントへ。

かなり大きめなツリー。



なぜかみんな雨宿りスタイル。

ココからだと船の手前でやっているショーが遠いですが見れます。

このエリアはレストランやワゴンが多いので、昼食。

「ニューヨーク・デリ」でちょっとパンが固めのサンドイッチを食べました。

でもオススメはワゴン系

「リバティ　ランニング　ダイナー」すしロールやミニちらし寿司など。

「デランシー　ケータリング」ホットドックなど。

アメリカンウォーターフロントは建物など景観がメインなカンジなので「ビッグシティ　ビー

グル」というクラシックカーな乗り物に乗って周遊。

色々な写真が撮れます。



鉄道路線の裏。

今はクリスマスの飾り付けをしています。

一周して終わると、この後に真ん中の湖でショーが始まってました。

昼間なので水上バイクや凧を使ったりする派手なショーです。

この最後か最中くらいに「ベネチアン　ゴンドラ」が停止しているので並んで待ちました、ココ

は毎回乗ってます。

ハイテンション・ゴンドリアーレ



逆光になってしまいました。

ココは毎回逆光、写真を撮るのであれば補正出来るカメラがお勧めです。

この辺でお土産探し。

皆さん夜に買いに行って混んでたりするので、この時間帯ぐらいに見ておくの方が良いかと思い

ます。

２回目の「センター　オブ　ジ　アース」　この時点で16時。
ファストパスは締め切りで、並びで６０分待ちで乗った時には夜景。

ココで隠れミッキーっぽいものを発見…。



エレベーターに乗る前にある壁にありますが、コレはミッキーなのかどうか微妙です。

隠れミッキーはマーメイドラグーンのものが見つけやすいらしいです。

18時20分からメインのショー。
最近のディズニーは何だか神話を扱っているものが多いような気がします。

夕飯はイタリアン、多分「カフェ　ポルトフィーノ」

パスタセット　パスタ/サラダ/ケーキ/ドリンクのセットで¥1780-
サラダが意外とボリュームがあって、ポテトがじゃがりこ味っぽかったような気がする。

この後に混んでるショップに行って色々見て回ってから外に出ると、クリスマスの期間のみ

のショーがやってました。

CMでも出てくるシルバーのツリーが湖の真ん中にありました。

それから帰ると21時ぐらいに舞浜駅に着いてました。

絶対に電車の中で寝るので、何か恥ずかしいものは取っておいた方がいいと思いました。

JUGEMテーマ：東京ディズニーリゾート(TDR)
2008.12.19 Fri

http://jugem.jp/theme/c150/372/


yahoo!

ラジオを聞いていたらアメリカの「やったー！」みたいなのは何て言うの？

という質問に「ヤホー！(yahoo!)」だよとアメリカ系のタレントさんが答えていたら「それはナイ
ツのネタでしょう」と言われていました。

という事でM-1ですが、何というか自分の感覚がズレてきたのか…予想外の結果に何とも…。

カメラも春日を追っていたようなカンジだったのに。

グランプリになったものは一番覚えて無いような。

そしてこの記事は400件目なんですね。

JUGEMテーマ：気になること
2008.12.21 Sun

http://jugem.jp/theme/c314/3334/


お歳暮ありがとうございました。

アンシャントマンさんからお歳暮が届きました。

ありがとうございました。

ここ最近、低気圧が続いていたのでメニエール病再発でグラグラしててあと３つ提出遅れてすん

ません。

最近はBLEACHづいてます、さっきまで見てました。
ハマってるワケでは無いのですが何となく。

ストーリーの進め方とか画面の見せ方が歌舞伎っぽい。

JUGEMテーマ：忙しい年末＆楽しいお正月♪
2008.12.23 Tue

http://jugem.jp/theme/c129/2336/


マルコが来て2年目

マルコがウチに来て2年目になりました。

昔はこんなに小さかったのに。

今ではこんなに大きくなりました。

ココ最初の記事はクリスマスに子猫が来たという話なので、このブログを書き始めて2年という事
になります。

最初の1年はほとんど書いてませんでしたが、パリに行く辺りで書くようになってからその後長期
間書いてなかったり。

ただの連絡項目か気になった事を書いているだけなので、そんなに面白いとは思えませんが、猫

ブログとして頑張っていきたいと思います。



本日のマルコは肉球を触られてシッポ振って気分が良さそうですが、ちょっと肉球がカサカサ気

味なのでグリセリンでも塗ってやろうかと思いました。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2008.12.25 Thu

http://jugem.jp/theme/c154/1224/


年末です。

27日に池袋へ行ってきました。

献血をしようと思ったらヘモグロビン値（鉄分）が足りないと言われたり。

イヤホンの延長コードが値札の付け間違いで250円が280円になったり。

写真は池袋東口からサンシャイン側を見た辺り、ビックカメラのビルに梯子車が来てた様子です

。

たかの友梨の看板の下に何かが居たようで、ライトで探していました。

結局何かは分かりませんでしたが。

そこのビックカメラで携帯を機種変しました。

以前の携帯とSIMカードを共有出来る筈がなかなか上手くいかないので、更新が滞ってました。

新携帯はW-ZEROシリーズの"WS011SH"
色は黒ですがなんとなくチョコレート色っぽく見えます、ブラウニーブラック。

もちろん0円、新SIM代が2100円。

新携帯はmicroSDなので以前のminiSDとの変換アダプターが無いとデータは移せてもメールが写
せないんで、前の携帯に書きかけの小説等とか、その辺も停滞中。

今回は喪中なので年始の挨拶を控えさせて頂きたいと思います。



本年度中このサイトに来て頂いた方、お世話になった方々、ありがとうございました。

これからもよろしくお願い致します。

2008.12.31 Wed



奥付

「主に連絡用。(仮)」ブログ2008年まで
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