


年始ですが。

初日の出が昇る直前にマルコが起こしてくれました。

分かりにくいですが手前で猫が手すりから降りようとしてます。

明けましておめでとうございます。

高田総統と猫。

年末のハッスル。



ニワトリっぽいフサフサな高田総統がお気に入りの様子でした。

ボノちゃんが動く度にビクッとする。

石井慧には興味無さそうでした。

泰葉のはもうそこまで行くのに疲れたのか寝てしまっていました。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2009.01.01 Thu

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


献血リベンジ

本日は母親のノート型パソコンを買いに池袋のビックパソコン館へ。

ネットブックだと画面が小さすぎるし、他だと高すぎるし、Vistaだと複雑で面倒、という事で結
局XPにダウングレード出来るDELLノートに。

そこでやたらと店員がカスタマイズとしてインテル Core 2 Duo をやたらと勧めてきて、最後には
コレが無いと動かないとまで言ってきて6万のノートを10万以上にしようとしてきたので、Core 2
じゃないのを普通に使用している旨を伝えると、鼻で笑われてしまった…。

メモリが2ＧでXPにダウングレードするから普通に使えるようになるし、HDをセパレートしなく
ても外付けで安く出来るから云々と言っていると、店員さんのさっきまでの勢いが消えていま

した。

やっぱりこっちが女二人だったから嘗められていたのか…。
柳原可奈子がモノマネしているショップ店員の男版のようなカンジでした。

そしてその後に色々と買い物に付き合わされて、ヒラヒラな所に行ったらヒラヒラな人がたくさ

ん居ました。

 何か自分だけ場違いなカンジでした。

そして親と分かれてから献血にリベンジしてきました。

結構早めに行ったので成分献血で、それだとヘモグロビン値は関係無いんだそうです。

でも一応見せてもらったら

前回　11.5　→　今回　12.2
27日から6日で改善しました。
女性の平均値は　11.2　らしいので、まぁまぁいい方。

あまり緑茶とコーヒーを飲み過ぎないようにして、貝類を多く取るようにして、インスタント食

品を控えた結果です。

寝起きが良くなるらしいのですが、いつも猫に叩き起こされるのであまりよく分かりません…。



帰りに”海外渡航歴一覧”というカードを渡されました。
フランスとかベルギーにちょこちょこ行っていたので。

イギリスはトランジットだけなので、それはノーカンだそうです。

2月が一番献血が少ないんだそうなので、ヒマが出来たら行ってみようかと思います。

そして献血終わりに”桂花ラーメン”を食べに行きました。
献血終わりだから食べてもいいんで。

生後数ヶ月と毎年2ヶ月だけですが九州福岡育ちで両親九州で家の中も九州だったんで、東京の醤
油くさい水豚骨はよう好かんけん桂花しか食えんっちゃもん。

東京モンは一風堂やら博多天神を豚骨と思うちょればよかったい。

多分、桂花は濃すぎて全部食べられないと思うので。

九州人御用達の店。

「麺固め、マー油多め」なんて冒険はしないで下さい。

私は「若麺（茎）ワカメ多め」の邪道ですが。

インスタントではマルタイラーメンをちょっと少な目のお湯で煮込む。

九州のモンにしか分からん贅沢。

JUGEMテーマ：2008年を振り返って
2009.01.02 Fri

http://jugem.jp/theme/c3/6853/


生キャラメルの作り方

何かと有名な「生キャラメル」ですが簡単なので作ってみました。

いわゆる”コンデンスミルク”を鍋で丹念に温めていくだけ。
缶を2時間湯煎という話もありますが、それでは出来ませんでした。

コンデンスミルクは市販のものを使用。

鍋は”ミルクパン”というコップ１杯の牛乳を温めるようなホーローの小さいものを使いました。

熱が均一に伝わるような小さい鍋なら何でもＯＫ。

温度は火にかけて温めるより、時間がかかるのでストーブなどで温める方がいいと思います。

ずーっと鍋でコンデンスミルクを温めながら木ベラなんかで混ぜていっていたんですが、焦げ

が入ってしまいました。

鍋の底を掬うと焦げが入ってしまうようです。

味は変わりませんが見た目が悪いんで、気になる場合は底を掬わないように混ぜればいいんじゃ

ないかと思います。

時間にして３０分以上はグルグルしてました。

なんとなくよく見るようなキャラメル色になってきたらそれ以上は変化しないんで、温かいウチ

にカップか型に入れれば完成です。



柔らかさはこんなカンジです。

分かりますかね？

ちょっと固めの水飴のようなカンジです。

白っぽくなったハチミツっぽい？

カップに入れるのであれば、底が丸いカップの方が取りやすいかも。

柔らかくてもやっぱり固いので。

キャラメルなのに歯にくっつかないのは、すぐに溶けるからです。

JUGEMテーマ：お菓子のレシピ
2009.01.06 Tue

http://jugem.jp/theme/c208/2775/


無銘文庫の広告。

何だか最近見ないウチに「無銘文庫」にgoogle広告が入るようになったようで。

しかもページごとにその中にあるキーワードに合わせて広告を自動的にチョイスするものだそう

なんですが。

このページに。

　　　↓

足エステの広告が入ってました。

実際のページはこちら→「武とかなた・真夜中の公園」２ページ目

白くてしなやかな足を撫で〜　といった表現があるのでこれをチョイスしたのかもしれません。

他にも”小学生”と言うワードで学研の広告や、克哉とあきら。ではドイツ語レッスン、あきらがく

http://mumei.org/public/w32451.htm


るみちゃんの部屋に憧れるシーンではドイツ製の子供部屋家具の広告が入っていました。

他にも色々ありましたが、どのワードでどう反応したのか、オードリー春日ツッコミ並に明後日

の方向な広告もありました。

例→克哉とあきら。In einem Hotel.

「武とかなた。」12位
「はるかとかなた。」21位
「克哉とあきら。」17位
書き手ランク　5位　　(09年1月12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
2009.01.12 Mon

http://mumei.org/public/w29957.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://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://jugem.jp/theme/c231/5180/
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


指カレンダー

年始なので、カレンダーについて。

指だけで何年後でも何年前のものでも曜日が分かる方法。

「指カレンダー」

というものがあります。

日本に昔からある数え方のようで、巣鴨のおばあちゃんがぼんやりと言っていたものを自分なり

に理解してまとめてみました。

人差し指、中指、薬指、を使います。

人差し指の指先に1/1の曜日を当てはめ、そこから曜日通りに数えていきます。

今年の1/1は木曜日なので、それで例えると
人差し指の先が木曜日、中が金曜日、下が土曜日。

中指の先が日曜日、中が月曜日、下が火曜日。

薬指の先が水曜日、となります。

こんなカンジで数えます。

そしてそこに月を当てはめていきます。



年間カレンダーと一緒に見ると分かると思いますが、その月の初めの曜日が同じ場合、同じ所

になっています。

1月と10月の初めの曜日は同じ、という事です。

うるう年の場合はこちら。

2/29があるので少しづずれます。

オマケに1月1日の曜日一覧です。



4年ごとのうるう年は一つ繰り上がっていくのと、その年の元旦と年末は同じ曜日になる事が分か
ればコレが無くても辿れると思います。

でも今ならケータイのカレンダーを見れば全部出てるのかも。

面倒な暦の数え方でした。

画像は携帯のエクセルで作成しました、ちょっと画像荒いです、すみません。

これで気づいたのは還暦というのは現在で言う60歳では無く、数えの60歳。
いわゆる62歳が還暦になるという事でした。
（還暦＝生まれた時の曜日と誕生日の曜日が同じになる）

そうなると、うるう年生まれの人はかなりの回数還暦を迎えます。

自分ももうるう年生まれなので6歳で還暦になってます。

多分曜日とかではなく、占星術で使うような暦が一回りするという事なんでしょう。

JUGEMテーマ：気になること
2009.01.13 Tue

http://jugem.jp/theme/c314/3334/


執事。

相方とちょっと黒執事でメールのやりとりをしましたが、こっちが内容を把握していませんで

した。

ごめんよ。

なのでちょっと画像だけ描いてみたよ。

ところで、セバスチャンと言えば英国人の名前では無く、スペイン系の名前。

なので　執事＝セバスチャン　なのは、スペイン系の出稼ぎの人が多かったという事のようです

。

日本で出回っているファンタスティックなメイドさんに続き、女性向け執事さんがムーブメント

のようで。

フジテレビでテレビ東京昼のようなドラマがやっていました。

それもいいのですが、リアル執事が出てくる映画（少しですが）

地獄に堕ちた勇者ども 

第一次大戦中、ドイツ貴族が没落していく様子を描いた作品。

おネェにロリに近親相姦。

ドイツ語訛りの英語が聞けます。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090114_472617.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000B63CQC/nightow-yukiko-22/ref=nosim/


山猫 イタリア語・完全復元版 

こちらはイタリアのシチリア島を舞台にした貴族の話。

とりあえず豪華。

上の２つとも「ベニスに死す」で有名なイタリア貴族出身の映画監督　ルキノ・ヴィスコンティ

　の作品です。

リアルに貴族出身なので、その本物な様子が垣間見えるものが多い。

執事なんて飾りですよ、偉い人だけしか出て来んのですよ。

アマゾンを見てみたら全ての作品のデジタルリマスター版が揃っているようなので、何点か揃え

てみたいと思いました。

JUGEMテーマ：黒執事
2009.01.14 Wed

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00091PFLY/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://jugem.jp/theme/c190/4901/


俺の屍を越えてゆけ・氏神攻略

「俺の屍を越えてゆけ」で昼子越えの氏神を何柱か作っていたら、こんな事態に出くわしました

。

素質点の打ち止め。

ここに表示されている”りよう”と”セイラ”は昼子越えの氏神になりました。
一応まだ存命の”澪”も12の属性点のうち2つが1位になっているので氏神にはなれそうです。

▼素質点と奉納点　(太照天昼子　68094)←目安として
　　　　　　　　　　素質点　　奉納点

守月自在父(義満)　　37487　　55640
雨宮仙人　（佐為）　　45825　　59763
忍足大三元（裕太）　　46187　　64210
忍足勝利姫（摩那）　　46187　　71603
魔神三条　（ニコラ）　46912　　72781
戦神守月　（りよう）　48000　　72192
守月大如来（セイラ）　48000　　74254

記録が残っていたものだけ、こんなカンジです。

上の一覧を見ても分かるように「素質点＝奉納点」では無いようです。

一応、こんなカンジでリストを作成して管理してます。



一部拡大

黄色い付箋は予定表で、それが貼ってある箇所より下のメンバーは存命という事です。

左から、通し人数・名前（性別職業）・両親・生年月・姿・髪目肌・その他

そして、この画像には写ってませんが没年月とあります。

上記「姿」の番号は攻略本のP168「姿」



それに通し番号をつけたものです。

「一族×氏神」で作っていくと素質が偏ってくるので、色も同じようになってきました。

月初めにその月に生まれる性別が決まるので、計画的に作っていくと性別も偏ってくるようで、

ウチでは現在男ばかりです。

交神で良い数値になるまで何度もリセットして出してましたが、奉納点が昼子を越えるとあまり

関係無くなってくるようなカンジです。

以前の氏神より上か同等の素質点と12の属性値の歴代1位が2つあれば氏神確定。

体の属性値が伸びにくいのですが、若い頃に成長させておくとその体の値が伸びやすいようです

。

”澪”は7ヶ月で成長終了になり、体の水が999になりました。
(地獄巡りで”時登りの笛”を複数使用して長期滞在)



以上です。

「俺の屍を越えてゆけ　氏神　攻略」で検索しても、氏神の詳しい情報を書いている所が見当た

らなかったのでちょっと書いてみました。

JUGEMテーマ：攻略ヒント・小ネタ
2009.01.16 Fri

http://jugem.jp/theme/c104/2948/


黒執事ミュージカル化。

黒執事がミュージカルだそうです。

【音楽舞闘会「黒執事」】

公式サイトを探してみたものの見当たらず、「e+」というチケットサイトに詳細。

シエルが4代目越前リョーマ。
セバスチャンが新人の俳優さんだそうです。

出演 
セバスチャン・ミカエリス　：　松下優也 
シエル・ファントムハイヴ　：　阪本奨悟 

詳しいキャストの情報はこちら。

サンシャイン劇場 (東京都)
公演日：09/5/28(木)〜09/6/7(日)

「Gファンタジー」での先行予約だそうです。
「e+」にて2009/01/19(月) 12:00〜2009/02/15(日) 18:00から予約の受付開始。

テニスのミュージカル以来、こういったものが増えましたね。

愛すべき空耳ミュージカル達。

追記：ラジオにて松下優也(セバスチャンの方)の曲がかかりましたが、ちょっと英語訛りが気にな
るような発音でした。

英語で歌えばいいのに、それで歌うと普通か。

プロフィールを見るとアメリカ出身だとか。

もしかしたら開口一番日本語ズコー＼(´・ω・｀)/　な危険性が。

JUGEMテーマ：黒執事
2009.01.18 Sun

http://eplus.jp/sys/T1U89P0101P006010P0050001P002026569P0030001P0006
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=477
http://jugem.jp/theme/c190/4901/


ロロを色々といじる。

去年には描いていたのですが、出すかどうか迷ってたロロ画像。

相方に送ったかな？

メールのやりとりで出てきたものを描いてしまっただけです。

ギアス＝女装　は鉄板ネタなので。

右に見える手はスザク。

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２
2009.01.19 Mon

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20081218_461288.jpg
http://jugem.jp/theme/c194/4066/


FC2携帯「夏休み編」修正

FC2携帯サイトの方の「夏休み編」を修正しました。
順序の入れ替えがあったんで、携帯では修正出来なくてやっとPCで修正。

細かい作業(全部を書き出したものを作成、加筆修正しながら文字数カウントして掲載、以前のも
のと順序を入れ替え、修正したものをメモ帳にまとめる、とか)なんでちょっと時間が約３時間ほ
どかかってしまいました。

久しぶりにFC2携帯のTOPを見てみたら「文学・小説」部門でサイトが10位になっていました。

挿し絵が入ってないページとかもあるんで、それも修正していきたいと思います。

それと、武のパパについてもこっそり更新中。

「武とかなた。」13位
「はるかとかなた。」15位
「克哉とあきら。」23位
書き手ランク　6位　　(09年1月21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
2009.01.21 Wed

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


マルコパパ

最近、マルコが拾われた所に行ってみたら、前に見たパパさんが居なくなってました。

マルコパパ、名前はマイケルらしい。

マルコも少々気の小さい所がありますが、パパも気が小さくて撮影しようとしたらどんどん逃

げる。

↑のは唯一まともに撮れた写真。

猫師匠と保護した水野さんの話では、ママさんは子猫を保護してから(向こうからしたら持ってか
れた？)残った子猫の面倒は見ていたけど、それが独り立ちしたと同時に居なくなったらしい。

女房に置いて行かれたパパは一匹でマンションの駐輪場に住み着いてご飯を貰ってブクブク太っ

ていたらしい。



似てそうなマルコの写真。

なんとなく、キジトラなのに茶色っぽい所も似てる。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2009.01.21 Wed

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


課題で書いた小説？

以前、学生時代「桃太郎」という課題で書いた小説というか箇条書きの話が出てきたので、適当

に掲載しておきます。

　　　　　 桃太郎

・海岸に流れ着いていた若者を、おじいさんとおばあさんが助け、近くにあったトマトの箱を見

て『桃太郎』と呼ぶように。

・その桃太郎は成長すると共に、横断幕を掲げて建物に登ったり、キャッチフレーズを壁に大書

きするといった奇行が目立ち始める。

・その行動から環境保護団体に入隊（？）し、団体職員となる。

・そこで親しげに話しかけてくる人達に出会う。

・桃太郎、実は過去に自然保護活動をしている最中に海に流されてしまった元環境保護団体の職

員だった。

・ある国が環境破壊行動（動物関係）をしているという情報を得る。

その話を聞いた桃太郎一行は

　　　闘犬として利用されていたブルがいた闘犬場を摘発し犬達を保護

　　　ご近所住民と戦い続けていたサル達を保護

　　　都内のカラス達を保護

・それらを連れ、その国に乗り込んで行く。

・元来、その環境保護団体は「目立ってなんぼ」という、あたかも自然保護の分野でのイベン

ト屋、広告代理店のような戦略を採用してきた。

・そこに各国のマスコミが来て、広告は成功。

しかし、犬やサルやカラスがとめどもなく大騒ぎを続けてしまい、収拾がつかなくなる。

そこで桃太郎はその国を３分割する事を提案

しかし自分の方は身体が大きくカラスと違い地面に立っていると主張し、犬が一番広い土地を

要求。

カラスは大きな羽があると言い、そちらも広い面積を主張。

お互いに収拾がつかなくなり、そこで桃太郎はお互いに戦争をして勝った方が土地の所有者にな

るという取り決めをする。



・戦争に

・しかし、桃太郎の言っていた事はおかしいと主張する団体が出てくる、この団体は犬とカラス

の共同体で「共に植民地主義と戦う」事を表明していた。

・その代表が演説中に何者かに暗殺される。

・その事件が切欠で犬はカラスがやったと言い、カラスは犬がやったと言い、お互いの武装集団

によりテロが頻発

そこに収拾を付けるように「共和国」として独立宣言。

・国連決議によりそこで力を持っていた国と良好な関係だった犬が共和国内で広範囲の土地を

獲得。

・カラス過激派により国連調停官が暗殺される

・その間、賢いサルは海を渡って色々な国に散らばり、各国に独自のコミュニティを作り、手広

く商売を拡大させ数も爆発的に増えていった。

・長きに渡る戦争で、土地は痩せ作物も育たなくなりどんどん砂漠化していった。

・そんな砂漠の土地でも、トマトは飄々と育つのだった。

以上----------

今話題の国とか戦記モノや史実を掛け合わせたような話でした。

↓最初とオチのトマトというのはこちら。

よく八百屋の店先にある箱。

画像を探していたら反転画像が。

トマトは砂漠の植物で、不毛の地でも栽培出来る逞しい作物。

という意味でした。

評価としては

「この時間(40分ぐらい)でよくこの内容詰め込めたね、でもオチが分からなかった」
でした。



他の人のを見てみたら、絵本っぽかったり恋愛話に変換してたりしてました。

まだ力の抜き具合が分からない頃の作品でした。

2009.01.22 Thu



インド可愛いよインド。

15話「その執事、競争」カレー対決が、なんとなくミスター味っ子を思い出しました。

執事と一緒じゃないと夜中のトイレに行けないシエル。

執事を鉄人か何かのように使うインド。

原作ではヘソピアスなインド。

インド可愛いよインド。

甘ったれインドがまだ活躍するようなので、見守って行きたいと思いました。

カレー対決。

元々あのタイプのカレーはイギリス(海軍)が発祥ですが、改良製品化したのは日本なので、今で
は「シチュータイプのカレー＝日本食」のようで、宇宙食でも日本食として採用されています。

フランスでボンカレーを見ました、インスタント食品で例のナポリタンも見ました。

秋葉原で大量のカップヌードル(シーフードが人気)を箱で購入している外国人もよく見かけます。

チキン醤油味はアジア人には良い香りですが、外国人からすると焦げたような臭いに感じるとか

。

シーフードは熱いミルクで作るとクラムチャウダーのようになるので受け入れられるんだそう

です。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090125_476408.jpg


カレーはやっぱり中東系の人が買って行ってました。

黒執事は、まだあまりサーチエンジンとか無いんですね。

キャラを把握する為にファンサイトの小説が一番分かりやすいので、それを参考にしたりする

ので。

▼オマケ

なんとなく携帯用サイズに作ったもの。

FC2の携帯サイトでは画像をアップすると自動的にサイズを変更してるみたいなので。

セバスチャンとシエル版もちょっと置いておきますね。



携帯画面で確認出来ないんで携帯でどう出るか分かりませんが、横幅を240pixcelにしてるので大
丈夫だと思います。

JUGEMテーマ：黒執事
2009.01.25 Sun

http://jugem.jp/theme/c190/4901/


ヘタリア放送中止の件

某赤系の週刊誌にあった「ヘタリア放送中止」はこちらの事のようです。

【キッズステーションホームページ】

「ヘタリア Ａxis Ｐowers」の放送について

諸般の事情により、とあります。

日本から近いあの国の市民がうにゃうにゃ〜だそうな…。
やはり国をネタにするのは何かと問題があるようです。

それよりも日本の頭の上にある国の方が、よっぽど色々描かれているような…。

ヘタリアの放送中止はキッズステーション内のみで、アニメイトのネット配信は1話5分ぐらいで
、予定通り行うそうです。

配信日程　：１月２６日（月）より　毎週月曜日　１６：００頃（予定）

毎週１話ずつ、期間限定・無料配信

【アニメイトTV：ヘタリア】

メールアドレスと生年月日などを入力して会員登録をすれば見られるようになります。

見てみましたが、難癖をつけてきた某国は出てきませんでした、出て来てないからクレーム？

　→モバイル版はこちら

http://www.kids-station.com/rni9hp00000027q9.html
http://www.animate.tv/special/hetalia.php
http://hetalia.fwmobile.com


▼ストーリー概要はこちら。

【ヘタリアドットコム：アニメーション「ヘタリア Hetalia Axis Powers」公式サイト】
ストーリーページ公開＆第１話あらすじ

ちなみに監督さんは「ボブ白旗」グラビテーションの人だそうです。

JUGEMテーマ：ヘタリア
2009.01.26 Mon

http://hetalia.com/story/index.htm
http://jugem.jp/theme/c189/5367/


挿絵のみ出来てる。

・克哉とあきら。［日本編］

挿し絵のみ描き上がって本文はまだです。

ドイツ編と繋ぎたいので、ちょっと両方書いているといった状況です。

・武とかなた。［かなたとデート。］

とりあえず結。

次は武パパの話。

・はるかとかなた。

子供の頃の話を書こうかと思ってます。

「武とかなた。」19位
「はるかとかなた。」22位
「克哉とあきら。」23位
書き手ランク　9位　　(09年1月27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
2009.01.27 Tue

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090125_476366.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


ネットブック購入。

プリンターのインクが切れたんで近所の家電屋さんに行ってついでにネットブックを購入してし

まいました。

以前から気になっていたので、事前に値段などをヤフオクやネットショップで下調べしていて、

それと近いぐらいの値段だったので。

以前から使用していたwindows Vistaが重くて使いにくかったのと使っているスキャナーがVistaに
対応していないのと、あと”シムピープル”が出来なかったのが最大の理由。

以前の記事で”シムピ”の事は書いていたと思うのですが、3D作成ソフトがXPでないと起動しなか
ったので、オリジナルスキンを作成してからプレイしたかったので。

ネットブックにはDVD-RW・CD-RWのドライバーが付いていないので外付けを購入。
ネットブック本体はASUSというパーツメーカーが出している”Eee”というブランドの”Eee PC
901-X”
E-mobil加入だと100円になったりする例のネットブックです。
今回は何にも加入せず44800円
それと当初の目的であるインク780円x2

トータルで53140円でしたが140円の端数はオマケしてもらいました。
ノジマの店員さんありがとうございました。



ネットブックの液晶画面かなり小さいのですが、外部ディスプレイ出力が出来るので今持ってる

イイヤマの液晶に繋いで使用するつもりです。

液晶画面前にネットブック広げてキーボード打つワケにはいかないので、USBキーボードを付け
ました。

付属のマウスも付けたり色々してみたら…。

ネットブックがただプログラムを走らせるだけの箱に。

▼ただプログラムを走らせるだけの箱になったネトブク。

でも持ち運びも出来たり、スカイプも元から入ってたりするので、話す相手もいませんが色々使

ってみたいと思いました。

手はいつも行っている接骨院に行って、指の横が昔から痛痒いと言ったらそれは腱鞘炎で『クッ

ケンキン(屈腱筋?)』というのが炎症しているんだとかでシップ貼ってもらいました。
骨折とか捻挫とかでは無いので大丈夫です。

JUGEMテーマ：umpc(ウルトラモバイルパソコン)・netbook(ネットブック)・5万円パソコン
2009.01.28 Wed

http://jugem.jp/theme/c247/7089/


Eee PCのCドライブ容量。

フォトショはどのハードディスクに入れても動くので、外付けHDの中で動作させてました。
別のPCでもそれで動いたので。

それで起動してみましたら以下のメッセージが

「There is not enough memory(RAM)to launch Photoshop.」
訳：フォトショップを実行できるくらいのメモリ(RAM)がありません。

この「Eee PC 901-X」で使用しているハードディスクはSSDという基盤のようなもので、容量も
少なく

Cドライブ4GB　Dドライブ8GB　とスズメの涙ほど。

ネットブックと言うだけあって描画ソフトを使用出来る程は無いようです。

▼SSDドライブ

メモリと同じぐらいのサイズ。

文庫本ぐらいの大きさがあったHDとはえらい違い。

このタイプのSSDをヤフオクやsofmapを見てみたら価格帯は6000円〜9800円でした。

という事でCドライブをどうにかして付け替えなければならない。
けど、この手のドライブをいじるのは初なので何かと不安なので色々なサイトを参考にしてみる

事に。

▼Wiki



【EeePC 900シリーズ Wiki】

こちらではCドライブのダイエット方や軽くする方法が掲載されています。
これらを実行して（Program FileはとりあえずDにコピーしましたが残してある状態）空き容量
250MB→1GB(1000MB)　　まで増えました。

▼Cドライブを付け替える参考サイト（同じブログ内なのですが）
【SHD-EP9S16GをCドライブとして使う】

【「BUFFALO SHD-DI9MをEee PC 901-Xへ装着する」を公開】

PCの開き方から装着の仕方から画像付きで解説されているPDFファイルがあります。
前面のツメのある場所まで表示されてるぐらい親切。

一応、毎度の儀式として背面を開いてメモリや中身も一応見てみました。

通常のノートPCと同じようなカンジ。
台湾メーカーという事で、エイサー同じく限界まで詰めてます。

装着されていたメモリ(1GB)はこんなカンジ

A-DATAのものでした。

SO-DIMM DDR2 667 1GB

動きには文句無いので大きくする必要は今の所感じないのですが、描画ソフトを動かすとやっぱ

り遅くなったりはしそう。

http://wiki.livedoor.jp/asus_eeepc/
http://project-r.org/cgi-bin/diarypro/archives/595.html
http://project-r.org/cgi-bin/diarypro/archives/685.html


以前に使っていたVistaではVistaのせいでちょくちょく止まってたりもしましたが2GBでちょうど
いいぐらい。

ノート用のメモリなので汎用性もあって2GBだとsofmapでもヤフオクでも2400円ぐらいでした。

JUGEMテーマ：umpc(ウルトラモバイルパソコン)・netbook(ネットブック)・5万円パソコン
2009.01.29 Thu

http://jugem.jp/theme/c247/7089/


レゴのパーツ通販。

新しい携帯(WS011SH)にしてからスタイラスペンが丸くて持ちにくかったのもあって無くしてし
まいました。

なので前の携帯のものを使っていたのですが、収納もストラップにも付けられないので持て余し

ていた状態でした。

そこで昼間にやっていた「LEGO選手権」の中にLEGOの旗なんかをホールドする用の使えそう
なパーツが出てきたんで検索してみたらこのようなサイトを見つけました。

こんなカンジ。

パーツ１つから取り扱ってます。

しかも100g以内なら定形外郵便で送料140円だとか。

ひとつが1g〜5gぐらいなのでほとんどがそれで届くカンジ。

そこで見つけたのがこちら。

http://studone.ocnk.net/


コレなら↓こんなカンジで付けられそうです。

購入しようと思ったら「カートに入れる」が無かったので現在問い合わせ中。

LEGOはブロックで使う以外にも色々使い道があるので要チェックです。

後日追記※とりつけられませんでした…。

JUGEMテーマ：LEGO☆レゴ
2009.01.29 Thu

http://jugem.jp/theme/c137/1988/


新VOCALOID

１月３０日に新しく仲間入りした「巡音ルカ(めぐりねるか)」
声優の浅川悠さんが声をしています。

ヒカ碁の三谷裕輝などの声もしているので、低くしていけばレンのような男の子声になるかもし

れません。

VOCALOID2 キャラクターボーカルシリーズ03 巡音ルカ

以前から言われていた通りのピンクロンゲの姉さんキャラ。

英語表現が向上したので帰国子女とも。

ニコ動で掲載されていたものを収集してきました。

▼デモ版

【ニコニコ動画】VOCALOID CV03　巡音ルカ
公式のデモ版、なので一番ノーマルな音。

▼「巡音ルカ」の魅力は低い声でしょうか。

コレを聞くと本物の人間の声にエフェクトを少しかけたようなカンジ。

【ニコニコ動画】RIP=RELEASE【巡音ルカオリジナル】

▼仕事が速い。

【ニコニコ動画】【巡音ルカ】 星屑ユートピア 【オリジナル】

▼仕事が速い（2曲目）

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001P3025O/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://www.nicovideo.jp/watch/nm5765679
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5992615
http://www.nicovideo.jp/watch/nm5988510


【ニコニコ動画】【巡音ルカ】 transient future 【オリジナル】
上と同じうｐ主の作品です。

▼現在「巡音ルカ」でTOPに来る動画。
【ニコニコ動画】どこかのエロイ人が巡音ルカを描いてみた【第一弾】

ゲスト：麻生太郎（たいらいさお）

あとぼんやりしているウチに、がくぽとリンが仲良くなっていました。

【ニコニコ動画】【がくっぽいど・鏡音リン】夢みることり【カバー】

がくぽ・VOCALOID戦国時代とか、書きたい事もあったのですが
お日様が出てない時期は元気が出てこないので…。

JUGEMテーマ：VOCALOIDシリーズ
2009.01.31 Sat

http://www.nicovideo.jp/watch/nm5991698
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5772900
http://www.nicovideo.jp/watch/sm4582712
http://jugem.jp/theme/c73/2816/


BLのAV（ビーストラブアニマルビデオ）

動物がいちゃついている様子を指してＢＬ(ビーストラブ)
動物映像の事をＡＶ(アニマルビデオ)

そんなＢＬＡＶをご堪能下さい。

【ニコニコ動画】犬とねこがいちゃいちゃ

ぽちたまVTR
【ニコニコ動画】癒し 仲良し猫とハムスター
モグモグウマー。

【ニコニコ動画】ねこ　VS 　いぬ
動物にとって舐めるという行為は撫でる事と同じなんだそうです。

もうひとつ、仔猫と成犬。

【ニコニコ動画】殺人的に可愛い真っ白な子猫とシベリアンハスキーの決闘

【ニコニコ動画】【奇跡！】そり犬と遊ぶ白クマ

白熊が犬で遊んでいる様子をトキが解説。

【ニコニコ動画】ものすごい愛し合ってる二人・・犬と猫禁断の愛

洋ピンのＡＶなので少し周りを気にしながらご閲覧下さい。

【ニコニコ動画】ウサ＆ネコ

猫２匹がかりでウサギをベロベロ。

膨らむウサギが怖い。

最後に、ラブとは違うかもしれませんが。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm5980210
http://www.nicovideo.jp/watch/sm120479
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1648292
http://www.nicovideo.jp/watch/sm229800
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1675308
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1001843
http://www.nicovideo.jp/watch/sm3693445


【ニコニコ動画】餌を食べれず猫耳を食べる子犬

最後に衝撃画像。

あと、これらの動画を探している途中に見つけたのですが

【ニコニコ動画】【復活！】ネコのケンカ【空耳　ブタゴリラ！】

ブタゴリラ。

この動画をウチの猫に見せた所、ひとしきりモニターに向かって唸った後、ベランダに飛び出し

て行ってしまいました。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2009.02.01 Sun

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1760486
http://www.nicovideo.jp/watch/sm2043964
http://jugem.jp/theme/c154/1224/


キャンペーン謝礼。

ウィルコムからビックカメラの商品券が届きました。

以前、ビックカメラで携帯を新しくしたのですが、携帯本体の価格は2年ローンでそれを割り引く
ようなプランで実質０円

SIMカードを新しくして2100円になりましたが、ポイントで交換してこれも実質０円

という事で０円で機種変したのですが、商品券3000円分が送られてきました。

毎月の携帯代が約6800円なのでひと月だけ約半額という事に。

その時のキャンペーンでこんな可愛いノベルティも貰ってしまいました。

犬夜叉のハンドタオルとキューピー型のマスコット。

謝礼とオマケ貰って機種変したようなカンジ。



…これは書いても良かったんでしょうか？

JUGEMテーマ：WILLCOM
2009.02.01 Sun

http://jugem.jp/theme/c251/5005/


シムピ導入までの長い道のり

ネットブックを購入しWindowsXPになって念願だった「シムピープル」をプレイ出来るようにな
りました。

Vistaだとセーブ出来なかったり、3D作成ツールが使えなかったり、その他にも色々と不具合出ま
くりだったので（やれば出来るらしいのですが、そこまでのスキルは無いので）

メモリ: 64MB以上
HDD: 1GB超以上の空き容量
という事で、Cドライブでは空き容量が無かったのでDドライブに入れてみました。

今更ですが「シムピープル」とは

好きなキャラクターの生活を覗き見して楽しむ箱庭ドールハウスです。

↓以前の模様↓

▼ツールをダウソさせて頂いたサイト様

【シムピチューリアル】

ヘタリアスキンのサイト様

ウチに「ヘタリア　シムスキン」で検索してくる人が何故かたくさんいたのでご紹介します。

こちらサイトのブログにスキンが置いてあります。

　　【いくたま】

銀魂のスキンサイト様

　　【シムリポ】

http://a-saeki.oops.jp/sim/tutorial/index.html
http://ikt.zouri.jp/
http://act.lolipop.jp/simlipo/


美形シムサイト様

スキンの「Nightwear」の中に子供とおそろいで着られる着ぐるみパジャマがあります。
あと学制服系が充実。

　　【箱】

下を履いてない子供の男女兼用パジャマをダウンロードさせて頂きました。

　　【シムパーソンデータ倶楽部】

オブジェクト（家具とか）の他にもシムズ・シムズ２の攻略情報など

シムズ３の情報もあります。

海外サイト。

ゴスロリチックな部屋のデータなど、上質オブジェクト多数。

海外なのでたまに凄いセンスのものもありますが…現実では住めないようなゴージャスなハウス
を作りたいのであればココはお勧めです。

　　【シムサーチ】

シムピープルのスキンやオブジェクトの事ならここでほとんど探せます。

シムのスキンやオブジェクト、プレイ日記など多岐なリンク。

　　【シム2ch式　ＦＡＱ 】
色々と困ったらこっちを結局覗いてしまう。

Q&Aで適度に親切に分かりやすく解説しています。

これらを収集しまくって、現在ウチで使用しているのがこちら。

▼シムピープル 完全版
シムピープル 完全版
この中には「本体」の他に「ハッピーライフ」「パーティフィーバー」「ラブラブデート」のデ

http://simriri99.web.fc2.com/
http://www4.ocn.ne.jp/~pepti/
http://www.parsimonious.org/
http://mia.xrea.jp/SimSearch/index.cgi
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Rook/9660/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000677Z1/nightow-yukiko-22/ref=nosim/


ータが同梱されています。

そして、この中には入っていませんが、同性結婚パッチが使用出来るのはこちら。

▼マジドリ

同性結婚パッチは【Sims870/マジカル用同性結婚パッチ】にあります。

これら全てのデータが入ったものがこちら

▼シムピープル 完全版 3

「本体」の他に

「ハッピーライフ！」「パーティフィーバー！」「ラブラブデート！」「バケーション！」「ペ

ット＆ガーデニング！」「スター・パラダイス！」「マジカルドリーム！」

これがあれば動画サイトで見られるようなものが全て出来ます。

ちなみにこの完全版３は

メモリ: 128MB以上
HDD: 3.5GB以上の空き容量
が必要になります。

動画でキャプしたりメモを見ながらプレイしたい場合は、デスクトップに置いたショートカット

のアドレスを

"C:¥Program Files¥Maxis¥SimPeople¥Sims.exe" -w
にすればウィンドウ表示になります。

最初""の内側に書いてて失敗してました。
攻略サイトに「¥Sims.exe -w」と書いてあったので。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.02.02 Mon

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000CNXXM/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://sims870.seesaa.net/article/2347973.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00066UHYW/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


ヤフオクID停止に遭遇

ヤフーオークションの取引連絡を見てみたら相手方のIDが停止になって連絡が取れなくなってま
した。

【正規品】DELL製Win XP HOME SP2 CD+DELLプロダクトキー+★認証マニュアル★ ★認証保
証★ という商品
何でも振り込んでも商品を発送していなかったり、偽物販売をしていたんだそうな。

こっちはのんびりしていたので、去年の12月31日に落札してから相手からの返信が滞っていたの
で年末年始だしお休みかなと思って放置していました。

送料含め1310円のものでした。

それに入札間違いでもう一つ同じ物を落札してしまってそれの方が先に届いたりしていたので、

連絡も取れなくなったのでぼんやりと取引連絡を書き込んでいました。

そしたら下記のメッセージを書き込んでから音信不通（ID停止）に。

評価の方を見てみると31日を最後に停止したようです。
海外の人のようで、何か言うのも難しそうでした。

連絡取れなくなった時点で元気もやる気も無いので、のんびり放置してたのが災いした形。

別件で1月31日に落札した商品は本日届きました。

JUGEMテーマ：インターネットオークション
2009.02.03 Tue

http://jugem.jp/theme/c91/1722/


シムを楽しむために

まずはヘタリアのシムを入れてみた所…最初の起動画面からエラー。
一旦削除してから一人づつ入れて確認しながらきどうしてみた所、どうやら主人公のイタリアで

エラーになっている様子。

改定する知識もまだ無いので、主人公抜きで進めてみる事に。

とりあえず家を２つに分けてみました。

▼ファミリー１

アメリカ・本田菊・ロシア・リトアニア

暗そうな中にうるさそうなのが一人。

▼ファミリー２

イギリス・オーストリア・ドイツ・フランス

中の悪い２カ国と仲の良い２カ国が同居。



まだ最初なので家しか作ってません。

▼家１

２階部分。

以前の階段を削除して螺旋階段にしたら動作しなかったのでまた戻そうとしたらそこにハマら

なかったので、サポート外のワープ階段に。

外に置いてある水族館的なものは海外サイトでダウンロードしてきたアイテムです。

▼家２

これも２階部分。

プールとコテコテな和室に力を入れてみました。

まだ出来てない部屋もあります。



家のトータルデザインなどにセンスが出てくるかと…。
さっぱりなんですが、趣味の良い和家具に助けられています。

和の家具をかなり集めていたのですが、お気に入りのサイトさんが色々と閉鎖されていました。

何でも自分たちのような新参が色々と無理な事を言ったりして迷惑をかけていたみたいで、それ

に耐え切れず閉鎖になっているようです。

なので気を付けられる事を書いてみました。

一、オブ・スキン作家の皆様には敬意を払う。

（当然）

一、バグが出ても泣かない、責めない。

（バグが出るように作成したワケではありません、でも報告ぐらいはした方がいい？）

一、無理なリクエストはしない。

（作家さんも趣味で作ってます、欲しいのなら自分で）

一、デザインにケチつけない

（センスなんて人それぞれです）

以上にまとめてみましたが、こんなモンでしょうか？

他にも色々あるかもしれません、それは自分たちで自己反省するしか無いかも。

そんなこんなでダウンロードしてきたオブジェクトやスキンを入れる場所をメモっておくと便利

かと思ってちょっと書いておきますね。

D:ドライブでも動きます
C:ドライブの方が一般的。（でもシステムがあぼーんした時の為にDにしてます）

◆スキン・オブジェクトのインストール早見表



【普段着スキンファイル】：BMP、CMX、SKNファイル 
D:¥Program Files¥Maxis¥SimPeople¥GameData¥Skins 
NPC（メイドや執事さん）ペットスキン（ペット＆ガーデニングの犬や猫）もこのフォルダです
。

【買えるスキンファイル】：BMP、CMX、SKNファイル 
D:¥Program Files¥Maxis¥SimPeople¥ExpansionPack3¥SkinsBuy
(完全版１以前） 
D:¥Program Files¥Maxis¥SimPeople¥ExpansionShared¥SkinsBuy 
ダウンタウンで購入する服など。

【オブジェクトファイル】：IFF、FARファイル （家具など）どちらでもOK
D:¥Program Files¥Maxis¥SimPeople¥Downloads 
適当にフォルダを作りIFF、FARファイルを入れて上記フォルダへ 
D:¥Program Files¥Maxis¥SimPeople¥GameData¥Objects
こちらはそのまま入れても大丈夫です。

【家族ファイル】：CMT、FAMファイル 
D:¥Program Files¥Maxis¥SimPeople¥UserData¥Import 

【建築物ファイル】：IFFファイル（House**.iff）
D:¥Program Files¥Maxis¥SimPeople¥UserData**¥Houses 
House**.iffの「**」はロット番号などに合わせる。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.02.04 Wed

http://jugem.jp/theme/c98/7247/


ファイル数が。

シムのオブジェクトやスキンを色々ダウンロードして際限なく入れてみたらファイル数が上記の

ようになってしまいました。

しかし、これでもまだ序の口。

世界にはまだまだたくさんのオブジェクトがあります。

あれをダウンロードしてくると、それに合う壁紙などを探したくなってきて、それを探している

と他にも魅力的なオブジェクトを発見してみたり…と、限が無いカンジです。

海外サイトのものは結構綺麗でお気に入りです。

多分、写真から画像を作成して加工しているんだと思います。

あと、向こうの美術教育は小学生ぐらいのウチから本物を見させたり、且つそれをその場で模写

させたりする授業をしています。

日本のお絵かき授業とはえらい違いですが、その価値観で固定されてしまうという事もあって、

全部子供自身に丸投げの日本なんかは良くも悪くも常識外れが出てきたり。

どっちも一長一短ですね。

あと、外国の美術の授業の目的には将来美術品をきちんと見極められるお客様になるように、と

いう意味も込められています。

▼おすすめ海外サイト

　　【Maria's Sims】
お城オブが多数。

ヨーロピアンなお城が建てられます。

http://www.marinasims.net/


　　【gardening sims】
ガーデニングシムズ

お花屋さん、というぐらい観葉植物オブが多数あります。

雪景色も作成可能。

動きませんが庭の動物なんかもあります。

　　【around the sims】
セットもあれば小物オブも多数あります。

とにかく数が多い。

これを書いている間も70ほどダウンロードさせて頂きました。

これらのオブジェクトを使えるような家を作成中ですが、初心者なので色々と間違えてみたり。

部屋の壁を斜めにしてみたら、屋根がこんな風にガタガタに。

しかも大きく作りすぎてご近所画面にすると異常に大きかったり。

建蔽率は関係無く建てられますが、見た目的に気にした方が良さそうです。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.02.06 Fri

http://www.gardeningsims.com/
http://www.aroundthesims.com
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


着物。

本日、母の友人の紹介で千代田区にある科学館と併設しているイベント会場で着物の催事があっ

たので行ってきました。

九段下の武道館の近くとか、皇居の近くです。

会場は女性ばかりで（やっぱり着物だから）年齢も様々。

成人式のは親の意向に合わせてピンクで納得がいかなかったので、紺のような濃いめのものを探

す事に。

それで一応見つけたのがこちら。

紫の着物に柄も散らばっていないもの。

帯も帯締めも紫系統で集めたので、帯揚げは反対色の緑にしてみました。

EVA色？

水色には黄色や赤には青のような補色をワンポイントで入れると良い。



会場では他にもベルギーの着物作家さんの作品もありました。

特産のレースを使った半襟やストールやブローチでしたが着物に合うようにデザインされてま

した。

着物・帯・帯揚げ・帯締め、全て含めて25万くらい。
着物にしては安い方だけど…海外旅行の費用ぐらいですね。

↓会場も何か凄い雰囲気でした。

着物はLOVEなんだよ。

JUGEMテーマ：着物　きもの
2009.02.06 Fri

http://jugem.jp/theme/c113/2727/


大きくなった。

ひさしぶりに、仔猫の時のお友達と一緒に撮ってみました。

うんわあ、大きくなってる。

ウチに来たばかりの頃はっこんなんだったのに。

ちょっと大きくなったぐらいの頃。



上に乗せてみました。

迷惑そうですが。

体重も去年から200g増えて3.7kgになりました。
冬だから一時的に増えているだけかもしれませんが。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2009.02.07 Sat

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


家作り。

シム最初の大仕事でもあります家作りです。

やっぱり建蔽率無制限だと、建てる家も巨大化してしまって「ご近所画面」でこんな豪邸になっ

てしまいました。

上のだけで　1,074,092シムリオン(シムでの通貨単位ほぼ＄っぽい？)
このご近所では一番の豪邸になってしまいました。

約9100万円と言う所でしょうか。
これに庭を作ったり家具入れてったりしたら1億円くらい。

外観はこんなカンジ。

手前に見覚えのあるようなシム人がいますが、仮置きした家にまず人を引越しさせてから一旦停

止して家を作り変えていってます。

↑ ※後日追記（09年11月1日）



コレで配置するとエラーが起きやすいようです。

正しい家の建て方は「近所画面」でその土地をクリックしてから建てるのが正解。

仮置きした家を2階部分から順に壊して全て消して平地にしたらShift+でおおよその四角い箱を置
きます。

１階部分

今回の場合だと真ん中の階段のある中央の部屋です。

そこに今回は西洋式に作ろうと思ったので元はお城だった「ルーブル美術館」を参考にしてみま

した。

お城の作りの基本は両翼と言われる左右の広がりと、左右対象の作りなので、壁を横に伸ばして

いきながら同じように作ってみました。

それを後ろから見た感じ。

中央の階段は４つ並べています、幅の広い階段というのは無いので。



バルコニー下の両サイドにあるアーチ状のものは２つ幅のドアです。

２階部分

まだ何も無いです。

住む人数も少ないので片方はバスルームにでもしようと思ってます。

中央後ろのバルコニーは玄関入ったらすぐに行けるような仕様。

でもバルコニーに何も無いから行くんだろうか？

本とか置けば出るか？

２階を逆から見たら階段で開く穴を外フェンス用の低い柵だけで囲っているだけ。

多分大丈夫な筈。

通路がマス１つ分になてしまったので、もしシムが２階に上がらないようなら、両サイドの部屋

用に階段を新たに設置しなければ。



バルコニー下は適当にガーデニングする予定。

何というかプロバンス風に適当なカンジで。

▼今回の画像で使用したオブジェクトサイト

・海外サイト「Maria's sims」

お城なら何でもそろってます。

シムズ２のオブジェクトもあります。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.02.08 Sun

http://www.marinasims.net/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


和の家。

ゲームを始めずに建築ばっかりやってますが。

NARUTOのスキンを手に入れたし、和オブも結構あったので和風の家を作ってみようと思って作
ってみました。

土地代の一番安いココに作ってみましたが、また同じように986,861SSに。
日本円にすると8880万ぐらい？

▼ムダにアニメにしてみました

畳が適当に敷かれてますが、四角い部屋じゃないので配置が大変なので。

子供３人に大人２人なのでベッド（布団）はどうしようかと思いましたが、子供用３個と大人用

のダブル布団に。

一緒に寝てくれなかったら分けるまでですが、つまらんくなりますね。

今回、子供の数が多いので子供でも使えるオブジェクトなどを色々と置いています。

▼今回使用したであろうオブジェクトとスキンのサイト。

(無選別に入れているので、どれがどこのか不明)

和オブで有名な『御衣香桜』さんは閉鎖されてました→でも一応リンクはっときます
閉鎖理由はググってくらさい。

http://gyoiko.sakura.ne.jp/


「遙かなる時空の中で」のスキンや他にも浴衣など。

和オブ多数、日本の警備会社っぽいZECOM(ゼコム)の警報機など。
刀を振り回して身体スキルを上げるオブジェクトがあります。

中華と和がごちゃまぜ海外サイト。

屋根の淵の反り返ってる部分とか、橋とか。

子供でも使えるオブジェクトなど。

きれいなNARUTOスキン。
ツナデ様が見事です。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.02.10 Tue

http://sim.nomaki.jp/
http://pages.infinit.net/origami/Atelier_Quebec/home.html
http://www3.atpages.jp/sim0067/
http://mia.xrea.jp/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


お誕生日おめでとう。

今日は国民の祝日、建国記念日。

日本の2669歳のお誕生日です。

2669というのは皇歴ですが、下一桁が合っている所がデーモン閣下っぽくもあります。

海外が2006年の6月6日で騒いでいる時
日本は2666年の6月6日だったんですね。

ちなみに相方は２月５日が誕生日でした。

バンサンカンおめでとう。

※画像差し替えました。

JUGEMテーマ：ヘタリア
2009.02.11 Wed

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090214_484453.jpg
http://jugem.jp/theme/c189/5367/


ギアスでテストプレイ

ヘタリアで生活を始めようとした所、色々と他のオブジェクトの不具合やフリーズが頻繁に起こ

ってたので、もう３度ぐらいインストールし直したりしてました。

なので不具合の出るオブジェクトを探したりメンテナンスする用も兼ねて、人数の少ないギアス

のルルとスザクの二人暮らし生活の方を始めました。

確認していくとNPC新聞配達萌少女のフリーズから始まりトイレで雑誌を読めるという海外オブ
で止まったり。

さっそく子供が出来たワケではなく「童心を忘れないオモチャ箱」が正常に動作している事をル

ルが体当たりで証明してくれています。

スザクはとりあえず新聞読んだりテレビ見たりトイレ行ったりと、おっさんくさい立ち回りをし

ています。



入れ替えた新聞配達のエリー。

この後、エリーが一回転してから全員が止まるのはどうしたものかと…。
チートしても抜け出せないし。

（Shift+Ctrl+Cで開いてPREPARE_LOTと入力すると固まったシム人を動けるように出来る）
試しに元の新聞配達少女のIFFを開いて画像だけエリーに差し替えてみても同じようになりました
。

何かの家具オブが影響しているのかも。

▼今回使用

・ギアススキン

他にも奪還屋とかDグレとか。

・新聞配達エリー

黒執事の執事(メイドNPCなのでシムピ本体だけでも使用可)のセバスチャンとか、隠の王ガンダ
ム00とかDグレのスキンや黒の教団家などのレポもある。

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２
2009.02.12 Thu

http://renkirby.sakura.ne.jp/cr/
http://spec.nobody.jp/
http://jugem.jp/theme/c194/4066/


シムがやっと動きました。

実は前にやっていたギアスは止まったまま動かなくなってしまった（新聞配達少女が来てフリー

ズになってしまう）ので、しょうがなく再インストールし直して新しく始めてみました。

オブジェクトが1500個以上あるのでロード時間も長くなったりファイルの出し入れも煩雑になっ
てきたのでジャンルごとにfarファイルに圧縮して使用。

「オブジェクトの圧縮をしてロード時間短縮+オブジェクトの整理整頓」
については次回記述したいと思います。

では、ヘタリア家と名前を付けて「日本・フランス・イギリス・中国」で始めてみます。

はじめてなので皆ぎこちないです。

なので「話しかける」命令をどんどん入れてなんとか仲良くさせてみます。

日本とイギリスが何故か帽子をかぶっているのはセットのBODYスキンが選択画面で出てこなかっ
たので、他に入れていた軍服を使ってみました。

ほとんどが軍服のヘタリアスキンの中で、中国君のサンゴクシが見たかったので鋼鉄三国志にな

ってもらいました。

このあと来た新聞配達少女は止まらずに新聞を置いて帰って行ってくれました。



なんとかみんな動いてくれて、フランスと日本が仲良く焚き火してくれました。

でも他はバラバラ。

やっとイギリスも加わり焚き火を囲んでギター。

スキルの低いウチはブーイングが出るんですが、フランスさんのギターは概ね好評でした。

中国が一人でヒマそうだったのでジャムを作らせてみました。

作り終わったらフリーウィルで売れるので、売ったら泣いてしまいました。



売るのが仕様じゃない？ジャムって使えるんですか？

ごめんよにーにー。

夕方になり部屋が暗くなってしまいました。

昼間に部屋を作っていたので夜に暗くなるのを考えてませんでした。

玄関にだけ飾りで付けてただけ。

明かりを色々と配置して、なんとか明るくしてみました。

結構置かないと部屋が明るくならないので、でもいっぱい置くと邪魔なので透明ランプを置いて

みました。

▼透明ランプ

腕枕ベッドなど、特殊オブジェクトがあります。

http://tsm.s28.xrea.com/


そろそろ食事の時間。

こちらは自動で食事が出来るオブジェクト。

最初のウチは料理スキルも低いので、台所でうっかり火事を起こしてもらっては困るので導入し

ましたが、便利なのでずっと使ってそうです。

【独居シムに便利なビュッフェ】

特殊な圧縮をしているので、ダウンロードサイトにある解凍方法をご覧下さい。

ファイルは全てIFFなのでfar圧縮して
¥Maxis¥SimPeople¥GameData¥Objects
に入れれば使用可能です。

ちなみに使うときは英語なので、一緒に付いてくる説明画像に解説があります。

あと、テーブルは空いているのに何故かみんな立って食べます。

娯楽が無いよ。

向こうにテレビがあるのに何故か「娯楽が無いよ」と訴えています。

なので言いだしっぺの中国にテレビを付けてもらおうと思ったら「実行出来る〜がありません」(
忘れた)と出たのでテレビを他のものに変えてみました。

どうやら特殊オブジェクトだった(テレビ画面に特別な画像を表示させる)上手く反応してなかった
ようでした。

http://balamb.sakura.ne.jp/presims/sims/downloads/hacked-item/000049.php


そんなテレビの前に置いてあるのは「膝枕するソファー」

近くに居たフランスさんを座らせると、しばらく話し合ってから中国が首を振っていました。

どうやら膝枕のお誘いを中国が断固拒否したようです。

▼膝枕ソファー

ここの「シムピープル＞download＞その他１」にあります。
他にもある態度のデカそうな椅子とか服従する床で主従ごっこが出来ます。

イギリスさんを筆頭に日本中国と一緒にお風呂。

拒否されたショックを隠しきれないフランスさんは一人ぽつんとテレビ鑑賞。

寂しそうだったので強制的に「風呂に入る」を指示。

http://o-angels.web.infoseek.co.jp/index.html


皆が青い普通のパンツの所、フランスさんだけピンクのビキニパンツでした。

さすがフランスさん、期待を裏切りません。

その後、眠そうにしてたので２階のベッドルームを指示したら２階にはラブベッド１つしか置い

てなかったので他のメンバーは×を出して拒否してましたがイギリスだけ問題無く眠ってました。
体力ゲージが真っ赤っかだったから？

中国は後から置いた別のノーマルベッドに入って就寝。

皆が(イギリスと中国だけだけど)寝静まってから日本とフランスが何故か下の階に下りて行き…。

二人仲良く膝枕ソファーへ。



何やら良い雰囲気。

座り位置を変えて膝枕しそうになった瞬間。

no Animetionに。

どうやらオブジェクトファイルにソファーは入れていましたが、スキンに動作ファイル(.cmx.cfp)
を入れていなかったようです。

フランスさんの膝枕作戦は未遂に終わりましたが、ファイルも入れ直し改めて挑戦してもらいた

いと思う次第です。

それにしてもフランスさんは終始完全にイギリスを無視していました。

こんな所でも仲が悪い。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.02.14 Sat

http://jugem.jp/theme/c98/7247/


オブジェクトをFarにする。

「オブジェクトの圧縮をしてロード時間短縮+オブジェクトの整理整頓」
について記述したいと思います。

シムピープルはまずゲームを始める際にファイルに入っているデータを読み込む時間があります

。

それらを短縮する為にいらないデータを削除したり圧縮したりします。

いらないデータを削除する場合は【シムパーソンデータ倶楽部】

の→シムデータ→ 『シム最適化計画』 を参考に、安全に最適化する事を推奨します。

シムにはIFFという家具データのファイルがあります。
それらをまとめて１つのファイルにします。

ここで使われているFARというファイルはシムオリジナルの圧縮ファイルです。
▼Farfa　ダウンロード
【shunzo】

こちらの「ダウンロード→シムピープル関係」にあります。

FARの中に入れられるファイルはIFFのみです。

圧縮といってもデータサイズは小さくなりません、イメージとしては『散らかった物を段ボール

箱の中に入れて整理する』というカンジです。

http://www4.ocn.ne.jp/~pepti/index.html
http://www4.ocn.ne.jp/~pepti/data/0001.html
http://www.shunzo.net/index.php


スキンやアニメファイル(.BMP.skn.cmx.cfp)それと壁床ファイル(.flr.wll)は圧縮出来てもゲーム中に
読み込まないかエラーになります。←重要

なのでスキンはskinファイルに、壁床はFloors・Wallsファイルにそのまま入れた方が良さそう
です。

オマケ

▼IFFファイルの中身を見る、改造する。
【IFF Pencil 2】
多分リンクはこれで合っている筈ですが、海外の「the sims resource」というサイトにユーザー登
録すればダウンロード出来るようになります。

Log in というボタンの横にある「Register for Free」をクリックすると「Account / Sign Up」とい
う登録ページが出てくるので必要事項を記入すれば登録出来ます。

他にも千単位でオブジェクトやツールがあるので、探し回っていたら朝になっている事がよくあ

ります。

圧縮した事でなんとなくゲーム中の読み込みも早くなったような気がしました。

これを書いた後、色々と検索してったらこの内容「シムピチュートリアル」さんのページにあ

る　”fａｒファイルにまとめてみる”　にも詳しい説明がありました…。
こちらの方が詳しいです。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.02.15 Sun

http://www.thesimsresource.com/programs/details/title/IFF Pencil 2/id/15/
http://www.thesimsresource.com/
http://a-saeki.oops.jp/sim/tutorial/index.html
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


ヘタリア家・米ソ編

ヘタリア家その２「アメリカ・リトアニア・ロシア・子アメリカ」

こちらはリトを巡る三角関係に子供を加えたメンバーではじめてみました。

家は５の区画の元からあった家をリフォーム。

奥のほうに墓場がある家です。

家に来てさっそく子メリカとロシアさんが色々と家を見て回ってました。

▼いい木

ガーデニング用の植物やディスプレイが沢山あります。

前の記事でフランスと日本が未遂に終わった「膝枕ソファー」

テレビを見るのに座った米露で試してみる前に、何やら良い雰囲気に。

http://www.gardeningsims.com/


足元の猫はただのディスプレイなので動きません、上で紹介した「gardening sims」さんの所のオ
ブです。

指令を出すとさっそくやってくれました。

かなり長時間この状態でした。

世界情勢について話しているのかもしれません、この格好で。

そうしている間にイギリスが遊びに来ました。



イギリスが話しているのはリトアニア。

リトに軍服もいいですが、お手伝いさんというか執事ぽくしてみました。

話しかけて話しかけられて。

イギリス大歓迎。

ロシアにも歓迎されているイギリス。

襲われているのではなく一緒に踊っているところです。

その頃のアメリカ。

ココはアメリカがピンクビキニでした。

ゲストも入れます。



着替えた瞬間にシャッターを押してしまったのでイギが変な格好。

子供も入れるホットタブ。

子メリカも加わってお風呂。

▼子供も入れるホットタブ

ここの和のオブジェクトにあります。

この風呂に合う床も一緒に配布、他にも”お茶の飲めるこたつ”など。

2段ベッド

http://nzo.s33.xrea.com/index.html


まだ一緒のベッドで寝ないので２段ベッドを設置してみました。

寝るのになぜか２つほどコマンドが出ます。

子供が起きる時にハマってしまう不具合がありました、布団も膨らんで無かったので寒そうです

。

大人は下のリトのように問題も無かったし起きられるので、大人だけの家なら問題無く省スペー

スで設置出来るのでお勧めです。

▼２段ベッド

現在トップに置いてあります。

長くなりましたので続きは次記事に。→

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.02.16 Mon

http://pages.infinit.net/origami/Atelier_Quebec/home.html
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=440
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


ヘタリア家・米ソ編２

２日目（つづき）

朝、リトが起きてくるとこの惨状、昨夜食べたものを片付けていませんでした。

右のはハエが飛んでいて、左のは洗ってくださいという注意が出てる。

他にも何だか庭がこんな事に。

ノームだらけ。

昨夜アメリカが作っていたのは知ってましたが、ほっといたらこんなに作ってました。

通れなくなっていたのでリトのポッケにナイナイしてもらいました。

（なぜかジャムとして保持というメッセージが出るものの、プレゼントする時はちゃんとノーム

でした）

主婦リト



リトアニアは家事が似合う。

このリトのスキンを配布しているサイトさんに「出稼ぎリトアニア」というメイドNPCがあるの
ですが「バケーションまでのデータセットが必要」とありました。

まだ『完全版』しか入れてないので導入見送り。

そんなリトと起きてきたロシアさんがお風呂に入っていたら”ホァンホァン〜”という音がして風呂
が壊れました。

ロシアさんは12月30日（ロシアの建国記念日）山羊座というのは綺麗好きだそうなので、他のメ
ンバーよりはだいぶ掃除をします。

アメリカに修理をさせると「キイキイ」言いながらも直してくれました。

労をねぎらうロシア。



みんなが食事してる時まで風呂修理をしていたアメリカの労をねぎらってロシアが褒めている

様子。

また来てるイギリス。

子メリカが帰って来ると、さっそくお友達がやってきました。

この帽子の子は”リボーン”のつもり。
あのサイズのシムは居ないので美形子供に昔どこかでダウンロードしたリボーンっぽい格好の子

供服を着させています。

実は他にもボンゴレ家を作ってたりする、その様子は後日。

楽しそうに遊ぶ様子。



抱きついたり追いかけっこをしたり。

子メリカの服がスカートなのでヒラヒラしてます。

男の子にスカート、ある様でなかった発想です。

大人の男性シムの女装スキンはありますが。

子リボと夜遅いのでさよならした後、子メリカがギターを弾き始めました。

MusicファイルのRockフォルダの中にある曲を演奏するのでシギの「輝いた」を演奏していました



。

その頃大人アメリカはまたノーム製作。

「ロックフォルダに入っている曲を弾くギター」は以前紹介した「河城にとりの工房」のお土産

にあります。

驚くロシア。

「ウォーウォー」という音が聞こえたので探してみたらロシアさんが望遠鏡を覗き込んで騒いで

いました。

望遠鏡は論理力がアップするようです。

いとこ？

夜中の23時ぐらいに何か緑色のスケスケ人間が歩いていたのでポイントしてみると「いとこ」と
出ました。

なんとなく入れているテニプリスキンの「忍足侑士」のような気がしました。

そういえば以前Vistaでシムをしていた時に焼死したような。
そのデータは無いんで関係ないと思います。

出る幽霊のフォルムはタウニーのようなカンジ？

裏の墓場

http://www3.atpages.jp/sim0067/


この５の区画にはデフォルトで墓場があって幽霊が出るようになっているようです。

ベッドに埋まる。

子メリカが寝巻きに着替えてたんで一旦停止して写真を撮ろうとしたら皆ベッドに埋まってま

した。

解除すると普通にベッドに入っていきました。

うつぶせ寝。

本来はこの寝方が正しいようですね。

前の2段ベッドで子供がハマってフリーズしてしまったので、新しくこのベッドに変えてみました
。

こちらは子供でも正常に動作。



▼右から入るとうつ伏せ、左から入ると仰向きに寝るベッド

他にも腕枕をするベッド、偽装トイレなど。

復活。

リトの眠気、清潔、便意、空腹共に最低だったので一気に回復出来る「モードブースター」を使

用してみました。

全ての値がMAXまで回復。
使い続ければ不眠不休が可能。

ダウンタウンに行く前に使用しておくといかもしれません（休めないので）

▼モードブースター

小物が大量にある海外サイト。

ヘタリア・米ソ編は以上です。

この後にリトアニアが一番中の良いイギリスを誘ってダウンタウン編につづく。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.02.16 Mon

http://tsm.s28.xrea.com/
http://aroundthesims.online.fr/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


NPCシムを導入する方法

NPCとはシムに出てくるメイドや警察官などの事です。
導入にあたって方法が各サイトでバラバラだったので、確実に導入出来る方法をまとめてみま

した。

よく言われている「Skinフォルダの中にPeopleフォルダを作ってそこに展開〜」で導入出来なか
ったので。

▼ディフォルトのメイドさん。

こちらは元からあるメイドさん。

今回はこちらを「執事のセバスチャン」に変えてみます。

Simpeople本体のObjectsフォルダ(Maxis/SimPeople/GameData/Objects)
この中にある「Objects.far」を以前紹介した『Farfa』で展開します。

この展開したObjectsフォルダの中身はこんなカンジで多くのファイルがあります。

http://www.shunzo.net/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=4


こちらの「People」フォルダの中にダウンロードしてきた「執事のセバスチャン」の「maid.iff」
を上書きします。

(元のmaig.iffをバックアップしておく事も推奨)

このObjectファイルをFarfaで圧縮して出来たFarファイルを元の場所に戻します。

同梱してあるセバスチャンのスキンをSkinフォルダに入れて、ゲームを起動すると導入完了です
。

他のNPCも同様の方法で導入出来ました。



あと、どこかにNPCと仲良くなれるパッチがあるそうです…。

▼セバスチャンの仕事っぷり

執事ですがメイドNPCなのでメイドのお仕事をします。

植木いじりをしているように見えますが、偽装トイレなのでトイレ掃除中。

ベッドメイキングをするセバス。



仕事の途中でも定時にさっさと帰って行きます。

さすがアメリカ仕様のゲームです。

▼執事のセバスチャン

黒執事のスキンの他にも以前紹介した「新聞配達エリザベス」があります。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.02.17 Tue

http://spec.nobody.jp/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


R-1グランプリと。

またか、というカンジですが。

自分はいつも２番手が好きです。

ｴ/ﾊ/ﾗ/ﾏ/ｻ/ﾋ/ﾛ

ｵ/ｰ/ﾄﾞ/ﾘ/ｰ

↑の画像がDVD化してくれるワケでもないのに何故かいつも削除されてしまうので、どちらもい
つか削除されてしまうかもしれません。

※この当時はDVD化されていませんでした。
現在はDVD化されてレンタルショップにもあります。

ちなみにスタイルの無い人達はとてもいい子なんだそうな。

あまり人の来ない時間帯に書いてみました。

JUGEMテーマ：YouTube
2009.02.18 Wed

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


DTのNPCを変更

ダウンタウンに出てくるウェイターNPC
もちろん変更しました。

でも書き直すファイルが微妙に多くて煩雑だったり、チュートリアルサイトによって書いてる事

が違うので混乱したり。

それらを色々見つけてノートにまとめて正しい形に訂正したりしていたらいつの間にか10時間ぐ
らい経ってました。

疲れた。

(../Maxis/SimPeople/ExpansionPack3)
にあるExpansionPack3.farを展開してその中にあったNPC_waiter.IFFとかのキッチン関係を書き
換えました。

スキンも元からあるもの(エラーを起こすといけないのでBMPファイルのみ)をほとんど削除して入
れ替えてみました。

タウニーも美形だらけ。

　こちらは女性ヘッドですが

　ボディは男性。

　下にはエプロン付けてます。



自分だけで使うという前提で、色々なスキンのBMPを書き換えたりしています。

ファイル名をF→Mに変更してNPCのIFFの”STR# 200 ”の中身とかを書き換えれば女顔の男性とし
て使用出来ると思います。

「NPC_Barmaid」に使用するスキンだけ書き換えたので、体は男性でもアニメーション(?)は女性
っぽい動きをするかも。

それはそれで願ったり叶ったりです。

▼このスキンの元

美形ヘッドスキンが多い。

NPC用のスキンが多数置いてあります。

あと、最近ヤフオクで「バケーション」を落札して「ペット＆ガーデニング」入札中なので、そ

のウチココに掲載するかもしれません。

スケてるテントとか無いものか探し中。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.02.18 Wed

http://maru.ninpou.jp/
http://simriri99.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


R-1グランプリと。２

前記事『R-1グランプリと。』で
「DVD化してくれるワケでもないのに」
と申しましたが、出るようです（というか出ていたようです）

M-1グランプリ2008完全版 ストリートから涙の全国制覇!!

宣伝も何もしていなかったので知りませんでした。

自分は深夜番組とか結構見ている方なんですが、CMすら見た事無い。
というか吉本なのに宣伝してないのは何でなんでしょう？

結構宣伝費がかかっているくらい高額なのに。

あと、所々カットされていたり音声削除されていたりするようです。

(タレント名や商品名、音楽など)
あと「サラダバー」って登録商標なんですね。（アメリカザリガニが使用）

wikipedia調べ。

ところで審査員の付けた点数を偏差値データ化して分析しているサイトを発見。

「とみざわのマーケティングノート」| R-1とM-1の真の勝者は？

マーケティング調査などをしている方のよう。

偏差値化すると中身がよく見えてくるというもの。

また人の少ない時間帯に書いてみました。

JUGEMテーマ：2008年を振り返って
2009.02.19 Thu

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=442
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001PAA01S/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
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リトの誕生日

日本やスペインの誕生日はおめでとうメッセージーが並んでいましたが、2月16日は北の将軍様だ
けじゃなくリトアニアの誕生日(建国記念日)でした。

なので16日にリトにイギリスを誘ってもらってダウンタウンに向かってもらいました。

友好度も高かったのでOKしてくれました。

ダウンタウンに着いてさっそくプレゼント。

本当はリトの誕生日なのですが、家事をしていると色々と持ち物が増えたりするので。



シャッターを押したら右下に見覚えのある顔が。

と、思ったら家にいる筈のアメリカでした。

家族と一緒に行かなくても勝手について来る仕様？

同じ店の中にイタチ兄さんが居たので見てみたら顔がスパナ、しかし名前がルーカス。

どうやらSkinファイルの中にあるスキンを適当にチョイスしているらしい。
イタチ兄さんの服は額当てがあるので頭に食い込んでます。



ボンゴレファミリー揃って同じ店、並んだ席で誰かと密会。

骸は例の「ミス・クラップルボトム」と。

フィッツィー

机の下で仲良く足をつつきあう事。

この辺がアメリカというカンジですね。

他にも「パラーゲーム」と言ってジェスチャーで何をしているか当てるゲームや

「パーティクラッシャー」と言ってパーティ中に物を壊して行ったりする人、日本語で言う所

の『荒らし』があるようです。



食事が終わった後、トイレに行くと女の子のようにイギが付いて来ました。

友ション？連れション？

店にあったジュークボックスの前でさっきのアメリカと日本、あとスパナイタチのルーカスと骸

。

日本の踊り方が昭和の資料映像で見たような古い踊り方でした。

あのスイミングしているようなやつ。



イギとリトも一緒に。

ロシアの旦那も来ていたようですが、普通に通り過ぎて行きました。

日中も一緒に踊りながら例の海の話？

抱き合うイギリスとリトアニア

ひとしきり踊った後、抱き合うイギとリト。

それを見ている日本。

けっこう長時間だったので他のメンバーはどこかへ行ってしまいました。

アメリカが作りまくっていたノームをプレゼント。



友好度が上がりました、ノームでいいのかイギ。

体力も限界近かったのでイギリスとも別れ、帰ろうとしたらフランスさんが今更やって来ていま

した。

外に出かけた所で体力の回復が出来ない、と思ってたらダウンタウンにも以前紹介した「モー

ドブースター」が置けるようです。

バケーションの宿泊施設にもLove bedが置けたりするようで。

出かける前に改造しなければ出かけられない。

前準備や改造とか、色々と忙しいゲームです。

JUGEMテーマ：ヘタリア
2009.02.20 Fri

http://jugem.jp/theme/c189/5367/


しーぽん。

きのうテレビで「しーぽん」と言っていたので懐かしさから掲示板を見てみたらやっぱりしーぽ

ん祭りでした。

▼片瀬志摩こと右のツインテールがしーぽん。

宇宙のステルヴィア 片瀬志摩 & アリサ・グレンノース

▼しーぽん犬の詳細。

【2009年2月25日 OA｜ナニコレ珍百景】

動物は同じような行動をするようで。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0009N9PJU/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://www.tv-asahi.co.jp/nanikore/contents_pre/collection/index.html


よくウチのお飾りになってます。

今はこんなにスリムじゃありませんが…。

↑の(珍百景)同じページに「ラーメンを食べる猫」とありますが、ウチのも仔猫の頃パスタ食べて
ました。

名前が”マルコ”なのでイタリアンなカンジで。

イタリアの猫はパスタ食べるって聞いたので、日本の猫がご飯を食べるような意味合いですかね

。

JUGEMテーマ：バラエティ全般
2009.02.26 Thu

http://jugem.jp/theme/c240/2836/


FreeTrainをダウンロードしてみた。

ヤフオクでシムピのペト＆ガを購入してインストールしていたら「巡回冗長検査(CRC)エラー」と
出てしまいました。

ディスク表面のキズとかコピーした時のエラーなどで表示されるものだそうです。

コピー品ではないので、表面のキズが原因。

布で拭いてどうにかなるものではなく、触っても分かるぐらいのキズ。

中古だったからしょうがないのかなぁ…。

同時に購入した「A列車で行こう5完全版 ETERNAL」の方はXPで出来ないゲームらしい。
仕様には「対応OS: Windows95」とありました。

ちなみにシムピ本体の箱には「対応OS: Windows95/98/Me」とだけありますがXPでも問題なく動
作します。

なので95であっても動くと思ったら、どうやらWinXPはWindowsNTという仕様(?)なので動作しな
いんだそうな。

NTでも95/98仕様のプログラムを動かす「ブート」という方法があるらしいのですが、導入を間違
えるとPCが起動しなくなるというハードな代物。
前に同じ様な事で10万円PC1台が消えてしまったので1000円ソフトの為に実行する事は出来ま
せん。

なのでフリー(無料)で使えるA列車のようなソフトがあるという事でさっそくダウンロードしてみ
ました。

【FreeTrainEx AVerダウンロードページ】

※たまにソフト起動時に「なんちゃら〜.NETが無いよ」というメッセージが出る場合があるので
、それが出たら.NET Framework2.0を導入してみて下さい。
【Microsoft .NET Framework 3.5】　←.NET Framework2.0同梱

電車などの種類が増やせる「拡張パック」もあるようです。

FreeTrainEX Av @ wikiの「FAQ >> (よくある質問に対する答え)導入編」に詳細があります。

http://sourceforge.jp/projects/freetrain-exav/
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6&displaylang=ja
http://www19.atwiki.jp/freetrain-exav/


本家「A列車グローバル」のように海外の鉄道(英・仏・伊)もあります。
起動するHDはどこでも良いらしいので、容量にかなり空きのある外付けHDの方で起動。

▼起動した画面

A列車のように山や海などのテンプレ画面はありません。
自分で自由に配置していくようです。

自由度が高いと逆に不自由のような…。

ちょっと配置してみました。



何か色々と専門用語だらけでよく分かりません、三灯式とか腕木式停車信号。

ポイント切り替えはどうするのでしょうか…。

この駅舎、完全に間違ってますよね…。

「バスなんて飾りですよ」とか、"資材を運搬する"という概念が無いのがちょっと不満。

できれば飯能駅のようなスイッチバックを作ってみたいです。

A4で偶然スイッチバック路線が出来てそのままにしてあります。
PSの方でやってた方がいいのかもしれませんが、PS版はカーソルを動かすのが面倒だったりする
。

▼A列車で行こう5 完全版 ETERNAL EA BEST SELECTIONS

こちらはWindowsXPでも動作するようです。
対応OS: Windows95/98/Me/2000 Professional/Xp Home/Xp Professional/2000 Server

PCゲームの中にはシムピもそうですがVista非対応は多いですね。
この「FreeTrainEX Av」もVista非対応です。

ゲームだけじゃなく昔から使っていたスキャナーやプリンターや各種ソフトもVista非対応だっ
たり。

Vistaにするメリットが見えてこない。

▼A列車で検索して出てきた持ってるシリーズ(PS版)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000096JDQ/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000089AOC/nightow-yukiko-222/ref=nosim


A列車で行こう4 グローバル

↑はちょっとお高めなので↓廉価版はこちら。

A列車で行こう EVOLUTION グローバル

最初に手にしたのがこのシリーズ。

”グローバル”なので「日・米・英・仏・独」の車両もあれば有名建築物も多数設置可能。
言語も 日/英/仏/独 対応。

A列車で行こう6

こっちも持ってますがプレイ途中。

16：9のワイドビジョンにも対応。
グラフィックが格段に綺麗になりました。→artdinkの公式サイト
中古でかなり安くなっていたのを発見して即購入。

これをプレイすればいいのかもしれないけど、やっぱりカーソル移動が面倒。

ついでに出てきた懐かしいゲーム。

ザ・タワーDS
ザ・タワーDS
↓廉価版はこちら(DSでもGBAはプレイ可能なので)
The Tower SP【GBA版】

うっかり目標達成してしまうとその時点でENDになってしまう。
なのでそのクリア条件をあえて無視して100年ビルを目指すのが、このゲームのプレイスタイルか
もしれません。

人間が見えるシムシティ。

→この続きの記事。

JUGEMテーマ：無料ゲーム
2009.03.01 Sun

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000092PL7/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000069UDS/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.artdink.co.jp/japanese/title/a6/index.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0014FDAZW/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0007XQ3YM/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=462
http://jugem.jp/theme/c98/938/


NPC芸能人スキンを変更する

ファントムハイヴ家でプレイ中、芸能人が来てしまいました。

セバスチャンの事を言っているのでしょうか。

「そなたのウワサは聞き及んでおるぞよ」　みたいな。

この芸能人スキンを下記の”上様”に書き換えたいと思います。

▼上様スキン

ローゼンの真紅スキンを捜していたら上様に出会いました。

あとマリスミゼルのMANA様スキンがあります。

芸能人のスキンがあるのは

···Program Files¥Maxis¥SimPeople¥ExpansionPack2
の「ExpansionPack2.far」の中にあります。

展開すると色々なファイルが出てきます。

芸能人→セレブリティ　なのでそんなタイトルのファイルを探します。

http://kirana.littlestar.jp/


今回は上の画像にもあるように"NPCCelebrity.iff"を書き換えます。

"NPCCelebritySI.iff"と微妙に間違えやすいですが、SIの方はプロポーズに関するプログラム。
『お腹がすきすぎて、そんな事決められない。』

などの婚姻拒否の文句などがあります。

シムにとって空腹 ＞(超えられない壁)＞ 結婚

以前紹介したIFF Pencil 2でこのファイルを開きます。

その中の”CTSS の 2000”と”STR# の 200”を換えます。

http://www.thesimsresource.com/programs/details/title/IFF Pencil 2/id/15/


ココの”CTSS 2000”言語をJapaneseにして”芸能人の○○”を芸能人のマツケンなどに書き換え。

次に”STR# 200”でBODYとHEADを書き換え。

←の方が「.skn」ファイルの名前　→の方が「.cmx」ファイルの名前
になります。

「···¥Maxis¥SimPeople¥ExpansionPack2¥Skins」に上様のスキンファイルを入れる。

以上で書き換わったと思います。

あとはこのファイルをFarfaでまとめてそれを元のファイルがあった「ExpansionPack2」に入れて
インストール完了です。

芸能人NPCはそうしょっちゅう出てくるワケではないのでまだ未確認ですが、以上で大丈夫だと
思います。

「執事のセバスチャン(NPCメイド)」も同じ様なカンジで導入出来ました。

▼ファントムハイヴ家

シエルからの溢れんばかりの愛情を受け止めきれないセバスチャン。



というか、二人暮しなのでハウスキープが忙しくて構ってやれなくてそのままシエルは学校に行

ってしまいました。

馴れ馴れしくベタベタと触ってきました。



その後、皆が帰った後もなかなか帰らず、皿洗いをしながら芸能人を接待する。

それにしても、この芸能人は中本工事に見える。

その頃のシエル。

寝起きの朝風呂中。

結局、芸能人は朝まで居ました。

あと、画像が小さくて見えないかもしれませんが”猫シエル”です。

▼猫耳になるオブ

オコリン坊/ニコリン坊のペットスキンもあります。

http://apollo.vis.ne.jp/


JUGEMテーマ：シムピープル

>>下藤　斉助　さま
”と”の後に”っ”まで付けて書き込みして頂きまして、ありがとうございました。
これからも適度に楽しんで頂けるよう、適当に更新していきたいと思います。

>>名無しの方
”ファントムハイヴ”を”ファントムファイブ”と間違えていた件、訂正させて頂きました。
ローマ字入力なんで faibu と haivu　"f"と"h" "b"と"v" を間違えていたようです。
何だか戦隊モノみたいになってました。

ちょっと想像してしまいました。

>>名無しの方２
ドリュー・キャリー

経歴を見てみたら「ダーマ＆グレッグ」とあるじゃありませんか、見てました。

パパが庭で大麻を栽培して機動警察に連行されてく話が好きです。

2009.03.01 Sun

http://jugem.jp/theme/c98/7247/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%BC


撲殺天使クローム髑髏ちゃん[続き]

クローム髑髏ちゃん、前の記事にのも含めてどうぞ。

切って！

殴って！

嬲って♪



「でもコレって、僕の愛なの♪」

愛なら仕方ないな。 

あと骸は　刺されて、晒されて、垂らされる、予定です。

続けば　踏まれて、縛られて、叩かれて、蹴られて、焦らされて、吊るされます。

それで更に続くと、辱められたりもする予定です。

続けばですが。

JUGEMテーマ：同人/REBORN!

>>とおりすがり　さん
コメントありがとうございました。

このシリーズしばらく放置していました。

まだ線画の状態です。

>>名無しの人　さん
そうですね、長く放置しっぱなしでした。

この画像で検索されて来る方も多いので、続きを描きたいと思います。

それで原作の方をキャプってみたら、髑髏ちゃんと髑髏ちゃん２があるのであと１８画像ある事

が判明。

骸だけじゃなくツナでも描けそうなカンジでした。

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


シムでも骸は大活躍しています。

JUGEMテーマ：【REBORN】変態な骸が大好きだ。
2009.03.06 Fri

http://jugem.jp/theme/c190/4898/


シムのタイトル画面(ペトガVer)

farファイルを色々と展開してみるとゲームの中身が見えてきます。

”UIGraphics”ファイル内にある→”UIGraphics.far”の中にはゲームの基本的なグラフィックが入って
います。

今回は「シムパーソンデータ倶楽部」にある『舗装道路改変パッチ』の為に展開してみました。

※変更方法についてはサイトをご参照下さい。

その中の「Other」ファイルの中には各国のタイトル画面画像が入ってました。
画像は現在のプラットホームになっているペット＆ガーデニングのものです。

こちら日本語版のシムを起動すると毎回出てくる画像ですね。

日本では「シムズ」ではなく「シムピープル」と呼ばれているので、日本だけ違ったタイトル

になっています。

▼フランス語バージョン

http://www4.ocn.ne.jp/~pepti/data/0005.html


　　「Entre chiens et chats」
訳「犬と猫の間で」

ガーデニングの方は無視されているようです。

▼ドイツ語バージョン

　　「Tierisch gut fraud」
訳「信じられないほど健康な詐欺」

上記のものはエキサイト翻訳なので正しくは「健康でとても良い生活」という意味でしょうか。

つづり文字を習った事が無いので、上の単語が正しいかどうかわかりませんが。

なぜ詐欺？

▼イタリア語版

　　「cuccioli,che passione!」
訳「子犬、その情熱！」

猫の方は無視したタイトル。

ガーデニング生活にまで情熱を注ぐ所がイタリアン。

▼中国語版



模倣人生「人生无限」

「人生は無限です」

内容には触れず、かなりアバウトなタイトルになっています。

▼韓国語版

なんとなく模様とヒゲっぽいものが見えます。

ハングルはコピペできないと翻訳できないので判読不可能。

全部音だけの、日本語で言うとひらがなのような表記らしいのですが。

▼どこ？



「寵物世代」

香港とか台湾版でしょうか？

動物の事を表しているようです。

他にもアラビア文字やスパニッシュもありました。

メインの英語版の方は

　　「unleashed」
訳「解き放たれる」という意味になります。

一番、とっ散らかっているような気がするタイトルのような気がします。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.03.06 Fri

http://jugem.jp/theme/c98/7247/


ネットブックではやっぱりキツい。

ゲームを起動出来ても保存が出来なくなってしまいました。

ファイルのプロパティの「読み取り専用」のチェックボックスが■緑になっていたので

【読み取り専用属性解除システム強化版|for.VECTER】

こちらで解除をしてみたんですが、読み取り専用になっているファイルは一つも無かったので検

索して調べてみたら、■が緑色なのは仕様のようです。

□にＶのチェックが入っていたら読み取り専用との事。

どうやらすぐに強制終了してしまうのは単純に性能が追いついていないようで…。
ノート型パソコン対応でもネットブックは対応出来ないっぽいです。

使っているネットブックの仕様。

これにCドライブ４ＧＢ　Dドライブ７．５ＧＢ
メモリとかは１ＧＢなので間に合ってると思うのですが、当初からフォトショも「RAM不足」と
いう事で起動出来なかったので。

なので、今持っているシムピープル完全版と当初の目的でもあったペット＆ガーデニングのみを

入れて起動してみましたが…上記と同じく強制終了してしまいました。

完全版とバケーションを入れていた時は動いたのに。

http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se150434.html


やっぱりご近所が多すぎるのか、家データが40前後だったのに倍以上に増えるからかも。

何回もインストールし直したせいでキャラデータが変になってしまったので一旦リセットです。

ちなみに、バケーションまでのデータでプレイしてから、それ以上のバージョンに拡張する場

合「UserData」をそのまま上書きしたらエラーになります。
表示される家の位置が違うので(10件から41件に)画面がえらいことになります。

JUGEMテーマ：umpc(ウルトラモバイルパソコン)・netbook(ネットブック)・5万円パソコン
2009.03.07 Sat

http://jugem.jp/theme/c247/7089/


EeePCのシステムリカバリ方法

色々とエラーが出たり余計なファイルがあったりしてるので、そろそろリカバリしようと思って

マニュアルに書いてあるようにサポートDVDを入れてみましたが、下のような画面が出てくると
書いてあっても実際やってみると全く起動もせず。

「Esc」キーが反応してなかったのかと思って何かゲームを起動してみたのですが、そこで
はEscキーはちゃんと反応してました。

でも何度もやっても上記の画面が出てこないので「EeePC901 リカバリ」で検索してみたら下記
のサイトを発見。

【ASUS社のEee PC-901の再インストール(システムリカバリー)について】

どうやら”Ｆ２”キーを押してBOOTメニューを出さなければリカバリ画面に行かないようです。
その前にＤドライブを増設する際にこの画面は出していたのですが、気づかなかった。

Ｄドライブに100MBという余計なデカさで入っていたAdobe Reader8なんかは「Foxit」なんかで
代用可能なので、それに変更しておきました。

JUGEMテーマ：umpc(ウルトラモバイルパソコン)・netbook(ネットブック)・5万円パソコン
2009.03.11 Wed

http://papageno620.cocolog-nifty.com/zauberflote/2008/10/asuseee-pc-901-.html
http://www.forest.impress.co.jp/lib/offc/print/docviewer/foxitreader.html
http://jugem.jp/theme/c247/7089/


シムがどうしても固まる。

PCをリカバリして旧式表示にしたりこのサイトを参考に[Eee PC発売記念（？）　この小さいマシンでゲームを動かして

みよう——その1：Windows XPを頑張って小さくしてみる]余計なファイルを削除していったりしてCドライブの空き容
量が200MB前後だったのを1.6GBまで回復させました。

しかしどうしても固まるので、バケーションとマジカルを諦めて完全版とペトガのみで再イン

ストールしてみました。

そうしたら復活…全てのデータ消えましたが。
（以前の家やキャラデータを入れると固まってしまったりするので）

当初の目的でもあるガーデニングをする事に。

現実のガーデニングはそんなに好きじゃありませんが。

畑仕事をする日本。

種を買いに行かなくても種が買えるオブがあるのでそれを利用。

御衣香桜さんの所のオブなのでリンク無し。

写真を撮っていたら右の方に猫が歩いていました。

野良猫？

http://www.4gamer.net/games/046/G004621/20080121031/


家の中ではさっそくフランスさんが絵画、にーにがネトゲをしていました。

今回にーにには遥かなるになってもらいました。

追記※鋼鉄サンゴクシでした。

イギリスさんは食事ですが、いつの間にかチュートリアルの夫婦が入ってきて人の家で夫婦喧嘩

をしていました。

ドアが★みみしむ★の「来る者を拒まぬドア」なので勝手に入って来てしまいます。

このドアは犬猫も勝手に入ってきます。

▼来るものを拒まないドア

　★みみしむ★

入ってきたり来させなかったりするドアや必ず流すトイレや恥ずかしがらないお風呂など。

便利なオブが多数、様々な改造方法も解説。

戦国無双2の版権スキンもあります。

http://mimicbox.ferio.net/mimisim/


畑仕事も終わり、猫と遊ぶ日本。

この後仲良くなったので、この猫を家族として迎え入れました。

右にある花は夜になるときれいな花火が打ちあがる花です。

▼花火花。

「遥かなる時の中で」で活動。

火事で燃えた灰を砂金に変える保険金というオブや、その他テクスチャを変える画像とか。

デスノの色々なシーンを再現できるオブもあります。

猫と遊んでいると、突然右下に別画面が現れました。

フランスさんがフリーウィルで描いた絵画を33＄で売ってたようです。
このイーゼルも★みみしむ★さんの所で入手可。

変な音と右下に画面が出たので見てみると”無法者”が出てきました。

http://amekasa.jp


敷地内に入ってこないと柵で囲っておく事が出来ないので（柵で囲っておくとそのまま動けなく

なる）見守っているとどこからか犬が出てきて退治してくれました。

この犬は飼ってない野良犬なのですが、見事な戦いでした。

すでにさっきの猫を家族に迎え入れてしまっているので、この犬を迎え入れると６人家族になり

、別家族から迎え入れたり別ペット飼ったりするのが難しくなってくるので、ここで一旦セーブ

して新たにキャラを作ったら…。

固まってしまいました。

新しいキャラで引越しをするとその場でシムが固まってピクリとも動かなくなる症状です。

これは多分、家やキャラのデータが多くなってしまったのが原因かもしれません。

固まってしまうと、またアンインストールをして再インストールしないと復活できません。

チートの「PREPARE_LOT」は家具オブなどでハマったシムを動かすものであって、この症状を
復旧出来るものではありません。

この状態になると、キャラを削除しても家を全て更地にしても復旧出来なくなってしまいます。

回避方法としては

・PCのメモリを増設するか、PC自体を性能の良いものに換える（CPU性能の問題の場合）
・ゲームを始めて最初に居るいらないご近所など全てのキャラを削除。

・共有地区以外全てのいらない家を更地にする。

自分が作ったキャラしか居ないシビアなゲームになってしまいますが、メモリなどが足りない

ので、こうするしかありません。



▼更地ロット

【　preSIMs|トラブル脱出セット（私家版）】

ゲーム内で更地に出来なかった場合、ファイルそのものを更地ファイルに書き換えてしまうとい

う方法です。

こちらの方がさっさと出来て簡単。

※人が居る家を更地にするとエラーになるので、チェックしてからファイルを書き換えて下さい

。

色々と検索してみると、このゲームよく固まったり強制終了になったり、普通のゲームだったら

確実に”クソゲー”と言われるトラブル満載モノなのですが、自身でほとんどのものがカスタマイズ
出来たり、版権キャラを自作して自在に動かせるとか、書き換えたり出来るので人気があるのか

もしれません。

でもエラー出過ぎ。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.03.13 Fri

http://balamb.sakura.ne.jp/presims/sims/troubleshooting/lotplay/000050.php
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


シムのスキン

シムの中で一番重要と言っていいのが”スキン”
３つのファイルで構成されていて一見単純そうに見えますが、色々と面倒。

しかもダウンロードしてきたファイル自体が表記間違えで使用出来なかったり。

スキンを作成している人も間違うくらいややこしい。

そんな場合は自分でリネーム、.sknファイル自体はちゃんと出来ていたりするので。

まず.CMXと.SKNをメモ帳(Notepad)で開けるように設定。

（プロパティから変更）

サンプルとしてこちらを使用。

shunzo.netさんのsimviewで表示、手は本編中に付くので大丈夫です。
体はMaxisにあるデフォルトのものに確認用に”A”の文字を付けたもの。
頭はmaru様のものをBMPだけ変更したものを使用させて頂きました。

使用ファイル一覧。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090314_495569.gif
http://www.shunzo.net/index.php
http://maru.ninpou.jp/


顔は小さいゲーム画面で確認出来るように見た目を変なカンジにしてます。

▼.CMXファイルの中身
// Character File. Copyright 1997, Maxis Inc.
version 300
0
1
C123ma_abc
0
0
1
HEAD
xskin-C123ma_abc-HEAD-HEAD
0
0
0
==========================================
// Character File〜300というのは決まり文句。
C123ma_abcはこのCMXファイルの名前。
xskin-C123ma_abc-HEAD-HEADはスキン(.skn)の名前。

▼.BMPファイル



256色ビットマップという形式で保存しないと、真っ白で表示されたりします。

▼.SKNファイルの中身
xskin-C123ma_abc-HEAD-HEAD
C123malgt_abc
1
HEAD
578　〜
===========================================
xskin-C123ma_abc-HEAD-HEADはスキン(.skn)の名前。

C123malgt_abcは.BMPの名前。
同じスキン(.SKN)に複数の.BMPを使用する場合は”x”と表記します。

その後は立体データの数値がずらっと羅列されています。

体(BODY)スキンも同じように記入して。
　Program Files/Maxis/SimPeople/GameData/Skins/
にファイルを入れてゲームを起動。

確認画面

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090314_495728.jpg


ちゃんと認識されました。

Bが体でCが頭などのファイルの詳しい名前のつけ方は

☆メッシュとスキンファイル番号の見方☆にそれぞれ掲載されています。

子供スキンなんかは体型がほぼ同じでUCで共通スキンに出来るので、FC（女の子スキン）で変え
られるもの全て(胸無し)をUC（子供共通スキン）に変更しました。
なのでこんな事も可能に。

赤ずきんシエルちゃん。

執事目線。

▼黒執事スキン

http://www.geocities.co.jp/Playtown-Rook/9660/
http://www.geocities.co.jp/Playtown-Rook/9660/skin_master/skinmaster.html


他にもガンダム00や隠の王、リボーンのヴァリアーのスキンなど。
以前にも紹介したような。

▼うさ耳赤ずきんちゃん。

リラックマの子供用きぐるみなど、可愛いスキン中心。

「いちごましまろ」や13歳のメイドスキンなどもあります。

JUGEMテーマ：シムピープル

2009.03.14 Sat

http://spec.nobody.jp/
http://ayy60072.blog26.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


お勧め翻訳ソフト

シムをしていると多少の英語に当たる事があります。

ほんの少しの単語なので辞書で調べればいいのですが、面倒。

いちいち翻訳サイトを開くのも面倒なのでVecterで翻訳ソフトを探していたらかなり簡単なソフト
を発見しました。

画面はこれだけ、余計な機能は一切ありません。

　英　←　→　日　の翻訳のみ。

【Vector|翻訳man(WindowsNT/2000/XP/Vista / 学習＆教育)】
超簡単でシンプル!フリー翻訳サイトで日←→英の翻訳を行う

常に開いておけば普通に海外サイトを見ている時とかも便利。

翻訳の精度はExcite.翻訳とほぼ同じぐらい。

最小化するとタスクバーではなくタスクトレイ（時間などが表示されてる所）に表示されるので

邪魔にならない。

使い勝手はかなり良いです。

JUGEMテーマ：外国語学習
2009.03.15 Sun

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090315_495922.gif
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/edu/se421353.html
http://jugem.jp/theme/c33/1099/


赤ん坊の外見を変えるBMP

simをやってきてはじめて赤ん坊が出来ました。
セバスとグレルの間に。

前回は子供(シエル)と二人暮しで忙しかったので、今回はグレルも加えて三人にしてみました。

子供をくすぐると可愛い声が聞けるので、当主をくすぐりまくる執事。

前の記事にも書いた「うさ耳赤ずきんシエル」にしてみました。

男の子なので黒いランドセルを背負っています。

【ランドセル|だらだらリフックマsim生活】

ペットを飼いにオールドタウンに行こうとしたら何故かダウンタウンへ。

間違えた。

大人しか行けないので二人でウロウロしていたら、異常に仲良くなってきたりして大変な事に。

http://ayy60072.blog26.fc2.com/category8-3.html


こちらは【たまらんスマッシュ】さまの「デコちゅうアニメーション」

（表示がおかしくなる場合はAnimationやExpansionPackフォルダに入れて試してみて下さい）
とありますが、面白いのでこのままにしておきたいと思います。

初日なのにチートもハックも無しで友好度が99まで上がってしまいました。

盛り上がってしまった次の日『養子縁組センター』という所から電話があり

「養子を迎えますか」と言っていたので

「はい」を選択したら突然ベビーベッドがどこからともなく現れました。

http://tsm.s28.xrea.com/


女の子らしいので「エリザベス」という名前にしてみました。

シエルは手を叩いて喜んでいました。

ここまでとてつもなくキャラ崩壊すみません。

エリザベス、いつも新聞を届けてくれるあれと同じ名前ですが。

【新聞配達エリザベス|SPEC 0-ｾﾞﾛ-】

さっそく赤ん坊の世話を始めてみましたが…。

http://spec.nobody.jp/


何だか黒っぽいし、色調とか色々合わないし若干気持ち悪いような…。

元の赤ん坊の画像

…怖い。

（この赤ん坊の画像ファイルは　Gamedata/Textures/　の　Textures.far　ファイルの中にあり
ます）

ちょっと怖い画像だったのと、これは.BMPのみを変更すればいいらしいので描いてみました。

キャッキャ言う時はこちらが表示されるらしいです。

寝てる場合はこちら。

髪の毛を金髪にして肌を白くしてみました。

青いバージョンもあります。



/Maxis/SimPeople/GameData/Textures/
のファイルの中に直接置いて下さい。

ダウンロード(Download)はこちらから。

→【赤ちゃんの表示を変更する 】←

オマケにピンクのクマも同梱しておきました。

同じ場所に置いておけば表示されます。

自分用に改造はこれまでにも色々としていましたが、出せるのは今のところこのくらいです。

追記※表示されました

何かを待っているグレル。

↓

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/sim/the_sims.html


これはキャラ崩壊ではないですね。

原作通りです。

ピンクのクマも表示されていました。

スキンは元の人形のままなので、のっぺりと薄いですが。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.03.18 Wed

http://jugem.jp/theme/c98/7247/


桜の雨とスキマのスイッチ

【ニコニコ動画】【 初音ミク ／ 桜ノ雨 】オリジナル曲

PVが素人作に見えない。

作者でもあるabsorbさんはプロデビューしたそうです。
ワイドショーに頻繁に出てましたし。

未知導 [Maxi]

となりで [Maxi]

あと、ラジオで珍しく曲を（トイレタイムなのに）聞いていたのですが

なんとなく似ているような。

【ニコニコ動画】雫 - スキマスイッチ【歌詞入り】

http://www.nicovideo.jp/watch/sm2406770
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001RBP5CY/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001RBP5CO/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://www.nicovideo.jp/watch/sm6442258


【ニコニコ動画】【鏡音レン】悪ノ召使【中世物語風オリジナル】

なんとなくぼんやり聞いていたので、勘違いの妄言かもしれませんが。

【スキマスイッチ/虹のレシピ(初回生産限定盤)(DVD付) [Single] [CD+DVD] 】

JUGEMテーマ：VOCALOIDシリーズ
2009.03.20 Fri

http://www.nicovideo.jp/watch/sm3133304
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001TMEF1S/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://jugem.jp/theme/c73/2816/


画像サイトにsimカテゴリ追加。

ウチの画像サイト「画像あります。」にシムカテゴリを追加しました。

あとバナーも新たに作成。

【画像あります。| The Simsカテゴリ】

前記事の赤ちゃんの他に某巨大掲示板の壁と床も追加。

そして念願だった

シムサーチ　にも登録してきました。

こっちは反映されるまでに時間がかかるそうです。

それと、本文の文字を見やすいように大きくしてみました。

JUGEMテーマ：本日の更新
2009.03.21 Sat

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/sim/the_sims.html
http://mia.xrea.jp/SimSearch/index.cgi
http://jugem.jp/theme/c97/7796/


意図的に相似系な本。

美少年の描き方

こざき 亜衣 (著) 

直接的なタイトルの本だったので画材屋さんで読んでみましたが、どこかで見たような構図と内

容だったのでなんとなく思い出しながら本棚を探してみました。

多分コレです。

人体のデッサン技法

人体のデッサン技法

ジャック・ハム (著), 島田 照代 (著) 

こちらのジャック・ハムのものは学校で購入したので持っていました。

40年以上前に描かれた本です。

人間を描く場合、かなり参考になるテキスト。

日本ではあまり見れないイタリアンなカンジの靴底の描き方とか、正しい等身とか。

人によって膝の形は違うのだとか。

この本をマンガ用に描き直したものが上記の「美少年〜」のようです。

内容はほとんど一緒でした。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4766117298/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/476798503X/nightow-yukiko-22/ref=nosim


中にある画像はこんなカンジ。

学生時代、上記テキストを参考に描いたものです。

特にコレは足に特化して描いてますが、中には顔のパーツの等分の仕方や、人体の骨格や筋肉の

バランス、服をニュアンスやシワの入れ方などが解説されています。

ところで、美少年本と言ってもうひとつ思い出したのがこちら。

ヨーロッパ映画の美少年たち BEAU GARCON!

冒頭ページがビョルン・アンドレセンの特集で、他にアラン・ドロンなど少年？と思うラインナ

ップもありますが、ヨーロッパでは立派な少年のよう。

少年に特化した映画のラインナップがオススメ。

1950年代の映画からハリーポッターぐらいまでが掲載されてます。

JUGEMテーマ：イラスト、、★
2009.03.22 Sun

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090322_498807.jpg
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4872950925/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/theme/c88/2846/


新管理者ページに強制移行？

新管理者ページで試し書き。

改行すると<br>が入ったり、画像を設置すると無数に<DIV>が入ってページレイアウトが大幅に崩
れて焦ったりと、何かとヒヤヒヤする管理者ページです。

↓どうやら６月までに新版へ強制移行？

この記事も途中まで書いた所で↓に表示されてるJUGEMテーマを設置する際
”JUGEMテーマの検索”を選択したら内容が一気に消えたりしました。

こういった細かいエラー（仕様？）にハラハラしたりするので、旧版の軽い方がエラーもあまり

出ないので良いのですが。

しかも要望を書き込む　【JUGEM新管理者ページへの要望】
も、一人一回しか書き込めない模様。

意見は受け付けない、という事…？

無料でブログをやっているので意見もあまり言えませんし…。
paperboy&co.は女性向けなので、あまり露骨な巨大広告とかが出ない所が気に入っていたので
すが。

あと、新管理者ページだと重過ぎて携帯「ZERO3」のWindows mobilでは読めない。

携帯メールで送る”モブログ”というのでは写真も１つのみしか掲載出来ない仕様なので、後か
らPCでレイアウトし直しをしなければいけなくなってしまいます。

なので出先では簡易更新のみになります。

http://stepup-j.jugem.jp/?cid=5
http://newjugem2008.jugem.jp/


芸能人ブログでも無いのに写真1枚と文字だけの内容となってしまいますが。

あと細かい事ですが。

旧版は本文を書き込む所が”テキストボックス”仕様なのでgoogleChromeだとサイズが自由に変え
られて書いている本文全体が見えるので書きやすかったのですが。

↓サンプル↓

新版は埋め込み式になってテキストボックスでは無くなってしまったので、サイズが変えられな

いのが少し全体を想像しにくい。

どうでもいいような事かもしれませんが。

JUGEMでブログ書いてる人にしか分からない内容ですみません。

画像うｐしてから、そのアドレスをコピペしてメモ帳で書いてからこの本文の埋め込みの所にコ

ピペすればいいのか。

面倒になる事は確実ですが。

JUGEMテーマ：新管理者ページ

追記（新管理者ページから投稿した時の様子）

http://jugem.jp/theme/c225/4069/


やはり表示が崩れました。

テキストモードで書いていたのですが自動改行されない模様。

表示崩れの原因は</DIV>が記事中の妙な所に挿入されていたので崩れたようです。

記事の頭にある<div class="jgm_entry_desc_mark">に反応して</DIV>が表示されるようですが、
それが上手く反応しなかった模様。

旧版の投稿ページだと同じページ内にトラックバックを送信するフォームがあって、そこからブ

ログ村へのトラックバックが送れるのですが、新版では送れなくなっています。

宣伝広告(？)が出来なくなっている？
業者ページも多いですから、それ対応ですかね。

今までの軽くて使いやすい管理ページを残してもらいたいのですが、無理っぽい様子。

更に追記：

新版ページで設定を色々いじっていたら旧版のように自分でタグを記入出来る設定を発見。

どうやら

管理者ページ⇒ブログ設定⇒基本設定⇒記事投稿方法の設定

に「シンプルエディター（タグを直接書きたい人向け）」とあるので、そこをチェックすると旧

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090326_499962.gif
http://www.blogmura.com/


版のように記入出来るようになりました。

投稿日時が下書きを残した時点のものになるので、それを公開する場合、以前は「現在の日時」

をチェックすれば良かったのですが、自分の手書きで日時を記入する設定になっていました。

それが以前と違う点のよう。

▼お知らせ

IDが認証されなくなっていて、ほぼ稼動していない様子だったのでブログパーツから外させて頂
きました。

最終順位は14位でした。
2009.03.25 Wed



FreeTrain敷設してみた。

前記事【FreeTrainをダウンロードしてみた。】から放置しっぱなしのfreetrainを敷設してみま
した。

線路を少し敷いてからデパートとビルとマンションを設置して数日進ませた状態。

緑地は勝手に現れたものです。

中央に×字のラインを作って、その周りを○で囲むような路線を計画中。
”田”のようなカンジ？

綺麗なスイッチバック路線が作りたい…。

以前の記事ではホームに[！]が出て機能していませんでしたが
ホームをダブルクリックすると窓が出てきて、隣接する駅のホームとして設定出来るようです。

▼基本操作・使い方を紹介してるサイト

はぢめてのFreeTrain

プラグイン：建物/車両
FreeTrainの導入方法が紹介されています。
以前のバージョンのものなので表示がちょっと違いますがほとんど一緒です。

あとダムや船や特殊なビルとか。

FreeTrain ‐ 想 作 館

プラグイン：建物/道路/車両/鉄道施設/BGM

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=448
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090325_499648.gif
http://park8.wakwak.com/~bast/freetrain/
http://hb4.seikyou.ne.jp/home/Go-Ro/FreeTrain/index.html


プラグイン：建物/道路/車両/鉄道施設/BGM
基本的な操作の仕方が紹介されています。

▼プラグイン置き場

FreeTrain総合車両所
http://suzukams.at.infoseek.co.jp/FreeTrain/index.htm
プラグイン：車両

車両まとめサイト。

FreeTrainサポートサイト
http://www14.big.or.jp/~ayase/freetrain/
プラグイン：車両/鉄道関連施設/ストラクチャ/道路/その他/拡張パッチ
プラグインまとめサイト。

その他、さまざまなビルや駅があります。

ペイントソフトとメモ帳があれば自分でも作れるようです。

CでもDドライブでもない容量の多い外付けHDに置いているので、ほぼ無制限にプラグインデー
タを入れています。

DLしてきたデータにバグがあっても「エラーデータありました・終了しますか？」に「いいえ」
と答えるだけで普通に起動してゲームがプレイ出来ます。

シムピのように強制終了したり止まったりはありません。

それだけでも感動。

それが普通のPCゲームなんですけどね…。

追記：起動してみたら色々とエラーが多かったのでインストールし直してみました。

そこからまた新たに作り直してみた。

http://suzukams.at.infoseek.co.jp/FreeTrain/index.htm
http://www14.big.or.jp/~ayase/freetrain/


ラインを引いて色々してよく見てみると”卍”を45℃傾けたようなカンジに…。
でも反転してるからセーフ。

ちなみにサイズは300x300なのですが、なぜか横長。
どうやら縦は1/3サイズになってしまうようです。

箱庭的に作るとしたら300x900x25がいいようです。

JUGEMテーマ：無料ゲーム

>>りおりおさん。
どうもご紹介ありがとうございました。

さっそくそちらのサイトから何点かプラグインをDLさせて頂きました。

色々なサイトの素材をダウンロードしてみましたが、各サイトによってカラーリングやニュアン

スのつけ方が違っていたりします。

りおりおさんの所は柔らかい色使いが特徴的です。

2009.03.26 Thu

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090326_500194.gif
http://jugem.jp/theme/c98/938/


リンクについて

このブログへの記事のリンクなどは基本的にご自由にどうぞ。

トラックバックだと業者の広告書き込みが多いのでＴＢのリンクを外しています。

リンクした旨とか、コメントに残していってもらえると嬉しいです。

▼バナーはこちら

サイトアドレス：http://yunight-kouki.jugem.jp/
バナーアド

レス：/tmp/puboo/56398/196691/01a5edf166ba01c68dc9/19945/epub/OEBPS/image/13DFDF6E-
F56D-11E1-8475-D757058D85C2_l.gif

<a href="http://yunight-kouki.jugem.jp/"><img
src="/tmp/puboo/56398/196691/01a5edf166ba01c68dc9/19945/epub/OEBPS/image/13DFDF6E-
F56D-11E1-8475-D757058D85C2_l.gif"border="0"alt="主に連絡用。(仮)"></a>

更新：2010年11月26日

この画像を直接持って帰ってもらってもいいです。

▼旧バナ

http://yunight-kouki.jugem.jp/


Please take out this　banner.
S.V.P. prise cette bannière.
2009.03.27 Fri



子供が成長しました。

あの最終回の後に何ですが。

セバスとグレルの赤ん坊が成長しました。

手前のセバスチャンの体ファイルが消失してしまいました。

「ペット＆ガーデニング」で見られるバグのようですが、服を着替えると直るそうです。

セバスチャンの後ろに居るのは「執事のセバスチャン」でギャランティーを貰って帰っている所

。

左にいるのは「サーボ玉さん（卵割り機ではありません）」

体が消失しても育児。

着替えに行く前に赤ん坊が泣き出したので。

「食べ物を与える＋歌う」のコンボで寝かしつけた後、突然ベビーベッドからカラフルな泡が出

http://caro.jp/


てきて中から女の子が。

聞いていた話ではスキンがランダムに決まるので、あまり外見のよろしくない子供が出来るとい

う事だったので下のような外見スキンを用意していたのですが。

頭　maru様の女の子HEAD.
体　Sim Paradise Japon様のLittle lady.

http://maru.ninpou.jp/
http://spj.syuriken.jp/


偶然予定と近い外見の美形子供になったので、変更しなくても済みました。

さすがセバスとグレルの子。

▼ゴスロリ着物

デビルサマナーの雷堂中心。

▼外見を変更する場合は

Maxis/SimPeople/UserData/Characters/
にある外見を変えたいキャラのUser〜.iffというファイルの「STR# 200」を書き換えます。
【NPC芸能人スキンを変更する】にある「”STR# 200”でBODYとHEADを書き換え」の部分を参
考に書き換える事が出来ます。

そういえばエリザベス用の子供部屋を用意していませんでした。

夫婦なら文句無く一緒のベッドに入るのですが、子供同士だと生活サイクルが合わないと寝てて

も騒がしさにイライラするようなので部屋を分けます。

http://crescentrock.web.fc2.com/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=449


改装しましたが、エリザベスと遊んでいたプルートゥが突然こんな場所で寝てしまったので壁が

施設出来ず。

深夜、無法者が現れたので裏技をさっそく試してみる事に。

シムパーソンデータ倶楽部

【☆☆無法者やスカンクを「チートコードなし」でなんとかしたい。】

上記にあるようにフェンスで囲ってみました。

そうすると中でずっと一定方向に歩いているアニメーションで止まりました。

動物園の動物のように囲いの中でウロウロするワケではないようです。

http://www4.ocn.ne.jp/~pepti/faq/14_01.html#7


朝、シエル達が起きるとプルートゥが寝ションをしていました。

ベッドで寝ているのは前日までの育児で疲れて寝ているセバスチャン。

なぜかシエルが出てすぐそのベッドに潜り込んでました。

二人ともランドセルを背負って登校。

ランドセルを付けるドアは男女別なので、玄関が来るものを拒まないドアと合わせてドアが３つ

になってしまいました。

ずっと歩く無法者には無反応でした。

子供たちが学校に行った後の昼過ぎぐらい。

http://ayy60072.blog26.fc2.com/category8-3.html
http://mimicbox.ferio.net/mimisim/


育児中だったので、当たり前のように二人とも無職になり悠々自適な生活に。

セバスチャンは起きてさっそく後ろのハックオブ「GoGoの眼鏡」で眼鏡をかけて勉強。
この眼鏡は子供も装着可能です。

グレルは猫と戯れ中。

この後、当ブログのバナーにもなっている

コレをしてくれました。

この猫は以前から画像にちょくちょく表れてましたが

SIM memo +さんの所の「人面京猫」です。
KOFの京といえば猫耳という事でダウンロードさせて頂きました。

▼草薙京ネコ。

南国少年パプワとKOFシリーズを中心にスキン配布。
「シムピ仮入門/覚書」は色々エラーが出た時にお世話になりました。

学校から帰ってきたシエルとエリザベスがあのシーンを再現していました。

http://ikt.zouri.jp/Ilit/sima/sim00.htm
http://simmemoplus.crimson8.info/


ランドセル背負いっぱなしですが。

ランドセルを外すドアは子供部屋の入り口にあるので、寝るとき以外は背負いっぱなしです。

入り口を北海道スタイルにすればいいのでしょうか。

↓北海道のコンビニ

ペットの部屋はおもしろいので透明な床にしてみました。

下の様子が見えます。

キッチンに食洗機のみを置いているので子供が食べた皿を床に置いてってる。

でも前にシエルが鼻歌歌いながら食洗機使っていたような気がする。



シムカメラの製作協力をしていたCaro's Sim Kagenの所にあります。

▼透明床

トップにある>> Click here to download <<で透明床がダウンロードできます。
ガラスという設定だそうです。

よく遊んでいるエリザベスの部屋に犬猫が来るようになりました。

どうやらよく遊んでくれる人に懐くようです。

オブジェクトをあまり入れてなくデフォルト家具が多いので追加したいのですが、どのオブジェ

クトがエラーを起こしているのか分からないので、少しづつ確認しながら入れていきたいと思い

ます。

問題なく起動出来てもセーブが出来なくなったり、突然強制終了したりするので。

シムの保存画面ほどハラハラするものは無いです。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.03.28 Sat

http://www.thesimsresource.com/programs/details/title/Sim Camera/id/53/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


初夏辺りに予定。

しばらく原因不明のジンマシンでダウンしてました。

今もですが。

かゆうま。

７月辺りにjapanEXPO in parisがあるようで、しかも今回は10周年という事だそうです。

松山さんは行くようなカンジ(?)でしたし、自分も去年行ってないので今年は行こうかと思って
ます。

燃油サーチャージも安くなるようですし、短期で借りられるアパートも見つけました。

そこで出す予定のイラスト集を編集中。

※画像は製作中のものです。

上に出てるものとラインナップが変更する場合が大いにあります。

向こうではやっぱり言語のハードルがあるのか、マンガよりも画集の方がニーズがあるような

ので。

今まで画像サイトに置いていた書きかけのものとかも含め、予定では画像は全部で５０点。

現在半分ぐらい出来上がってますが、あと半分は線画のままです。

本当は９５点あったものから６６点まで減らして、そこから１６点を減らしました。

http://www.japan-expo.com/
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/


でもあとノーチェックだったフォルダーから５点ぐらい入れたい画像が出てきました…。

出来てるファイルだけでも75.8MB
それに今は描き途中なのでトータルどのくらいになるか分からないファイルが約70MB。
多分150MB↑ぐらいになるかも。

今後どこかのダウンロード通販のサイトにアップする予定。

現地では１００枚くらいポストカードを出して、CD-Rも持って行ける分だけ出す予定。

それと現地でかなり稼動した「似顔絵」の方も描くと思います。

前は突然やり始めたのでクロッキー帳以外何も用意していませんでしたが、今回はファイルとか

通販サイト見ながらポチポチ用意してます。

最近は、店舗で買うより通販サイトで買う方が送料無料になったりして結局安かったりするので

。

JUGEMテーマ：描く話
2009.04.01 Wed

http://jugem.jp/theme/c88/5767/


freetrain都市。

 以前のラインは上手くラインが引けてなかったので、再びやり直しました。
中心に向かって電車が行きかうような路線です。

 基本形がこの形で、それから色々と付け足していきました。

半年後。

テキトーに路線を表記してみた。

卍を囲むように□を配置して、その開いた区画に∞を配置するような形。
でも、左の方だけちょっと変則なのが見えるでしょうか。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090403_502999.gif
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090403_503000.gif
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090403_503007.gif


 ○の中をそれぞれ回るラインと、耳っぽいものと顔っぽいものを回るラインと、全体を回るライ
ンがあります。

 
コレを作った時点からデータが重くなってきました。

現在は　5.91 MB

夜景

ずっと昼間表示にさせてましたが、夜景モードに切り替えてこのゲームの醍醐味は夜景だという

事に気付きました。

中心部拡大

 跨線橋や駅のホームがぼんやり光る様子がなかなか綺麗。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090403_503001.gif
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090403_503002.gif


FreeTrainは破産してもそのまま続行出来るので、A列車よりも思いのままに路線を引けるよう
になっています。

 なのでこの区画は何も建てずに放置した状態。
（A列車だと放置してて突然破産、などがあるので）

それで放置していると、コンビニがやたらと出来てる区画とかがあったりして。

この画像で1年目の12月

発展パラメーター調整は「発展度」の箇所のみ調整しています。

・駅影響範囲·対地価指数　1.00
・駅影響範囲·対地価乗数　1.00
・1-発展度減衰率　　　　 1.00

なんとなくこんなカンジです。

参考になるか分かりませんが、この辺紹介しているサイトさんを見つけられなかったので（ある



のかもしれませんが）一応サンプルとして表示させて頂きました。

今ではデスクトップアクセサリのように稼動しています。

JUGEMテーマ：鉄道模型

後日追記：4月8日 2時

１年後

 これぐらいが限界のようです。
４月から始めて、次の年の１〜２月辺りが一番他の建物が建っていたと思います。

端

 端はあまり画面をはみ出す事は無いようです。
畑などの大きいものは少し出るようですが。

2009.04.03 Fri

http://jugem.jp/theme/c145/8336/
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090408_504880.gif


画集を編集しています。

今月は画集用の絵の制作とか色々あって、あまり記事書けてません。

しかもGWは急に福岡へ帰らなければならなくなってしまいました。
田舎で電波も入らないので、更新は出来ません。

３日〜６日は連絡取れなくなってしまうので、関係各位さまご了承下さい。

それで画集の事。

 Gペンで線入れしているのですが、それが無い方が綺麗に見えるかもしれない。

線アリ。

線ナシ。



【元の画像の記事|お誕生日おめでとう。】

たまに少女漫画っぽい色を入れる方なんかの綺麗な絵が、凄く線が細くて見えないぐらいのもあ

ったりするので。

試しにユリの花は線を抜いてみようかと思います。

それと英語版のみなのですが、PhotoShopでの絵の描き方を収録しています。

こんなカンジ。

コレは線画の用意の仕方（ゴミ取り）を解説したもの。

使用ソフトが日本語版なので、上手く解説出来てるかどうか不安。

画像を使ったり、なるだけ英訳はしています。

イメージ >> 色調補正 >> 明るさ・コントラスト
IMAGE >> Tone correction >> Brightness / contrast

とか。

真ん中に日本刀が来るので、そのテクスチャーとの組み合わせ方とかを解説。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=434


英語が読めなくてもなんとなく画像だけで分かるようにはしています。

ただ、この使用方法が正しいかどうかは分かりません。

マスクの仕方とか知りません。

使えなくて困ったという事は無かったので。

JUGEMテーマ：ヘタリア
2009.04.28 Tue

http://jugem.jp/theme/c189/5367/


DLサイト・価格とデータ量考察。

前記事に「どこかのDLサイトでも販売予定です。」と書きましたが、どんなカンジで出せばいい
んだか分からなかったのでとりあえず価格帯のデータ量の平均を「同人ゲーム・音楽/同人誌・マ
ンガ・小説/画集」のカテゴリに分けて出してみました。

参照・[ DLsite.com | DiGiket.com ]

単位はMBです。

=========================================
●同人ゲーム・音楽

·500円以下 ----- 651.80
·600円台 ----- 109.59
·700円台 ----- 100.45
·800円台 ----- 296.28
·900円台 ----- 372.89
·1000円台 ----- 367.78
·1100円台 ----- 211.74
·1200円台 ----- 271.28
·1300円台 ----- 384.53
·1400円台 ----- 466.79
·1500円台 ----- 480.71
·1600円台 ----- 243.59
·1700円台 ----- 517.28
·1800円台 ----- 372.79
·1900円台 ----- 652.50
·2000円台 ----- 1415.30

サウンドノベルもココに含まれます。

500円台のデータ量が大きいのは、商業誌でデータの大きいものがあった為。
1100円や1600円1800円台が少なくなっているのは、その価格帯で販売しているものが少ない為。

●同人誌・マンガ・小説

·500円以下 ----- 80.80
·600円台 ----- 36.75

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=473
http://www.dlsite.com/
http://www.digiket.com/


·700円台 ----- 38.13
·800円台 ----- 107.06
·900円台 ----- 117.86
·1000円台 ----- 74.10
·1100円台 ----- 103.77
·1200円台 ----- 112.73
·1300円台 ----- 147.36
·1400円台 ----- 65.50
·1500円台 ----- 110.49
·1600円台 ----- 119.14
·1700円台 ----- 96.63
·1800円台 ----- 148.00
·1900円台 ----- 284.74
·2000円台 ----- 135.49

ほとんどが同人誌をPDFデータ化したものなので軽め。

●画集

·500円以下 ----- 36.05
·600円台 ----- 62.34
·700円台 ----- 135.47
·800円台 ----- 171.49
·900円台 ----- 110.93
·1000円台 ----- 89.29
·1100円台 ----- 150.39
·1200円台 ----- 80.25
·1300円台 ----- 66.03
·1400円台 ----- 201.26
·1500円台 ----- 108.26
·1600円台 ----- 134.35
·1700円台 ----- 42.50
·1800円台 ----- 120.68
·1900円台 ----- 62.36
·2000円台 ----- 49.49

表示の仕方によって変動が大きい。

PDFやPSDも同梱していると大きくなる。



=========================================
これ以上の価格もありますが、とりあえず2000円台まで。

※時期によっては上の数字に変動が出ます。

※ランキング上位から１０個ほどをサンプリングして平均を出しました。

※1MB2MBなどの小さいファイルのものはサンプルに入れませんでした。

一覧してみて個人的な感想です。

値段が高くなるごとに画風が古くなってくるような気がしました。

都内の駅中と地方温泉地のお土産物の価格差が出来てしまうような状況と似ているかもしれま

せん。

ロリータも多いのですがそれと同数で年上人妻モノも多かったです。

意外と少年の人気が高かったです(男性向けで)

かなり関係無いですが草?メンバーヌーディスト事件で公園の様子の様子を話していた外国人が「
〜Drunken mans...（酔っ払い達）」と複数形で言っていたのが気になりました。

警察官と対峙して騒いでいたのが複数で騒いでいたように聞こえた、という事かな。

草?事件の真相。
働くモノニュース : 人生VIP職人ブログwww|草?「これでいいんだろう！約束通り子供たちを解放
しろ！」

　

JUGEMテーマ：イラスト、、★
2009.04.24 Fri

http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-1928.html#more
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c88/2846/


ネコにオデキが。

猫のアゴに赤いものが見えたので確認してみると赤いポッチが。

別角度から。

よく分かりませんが。

これはニキビ？

とりあえずどうしていいか分からなかったので、消毒用アルコールを水で薄めた（スピリタス(96
度アルコール)で薄めたもの）ものをコットンに含ませて洗浄してみました。



それをやってる間、何度口を押さえても猫がそれを舐めていましたが、とりあえず酔っ払っては

いなかったです（多分）

痛がってる様子も無かったんで、その拭き洗浄だけしてそのまま放置してたら赤みも引いていつ

の間にか治っていました。

調べてみたら「猫ニキビ」というのがあって、中には病院に連れて行って薬塗ったりと色々して

いるようで。

すぐに治って良かった。

▼猫近況

いつもは部屋のベッドの上で寝ているのですが、そこに居なかったので棚の真ん中にある猫の部

屋を覗いてみたら居ました。

暖かくなってきたので自分の部屋に戻ったようです。



お腹を触ってみたら、いつものブリッコポーズをしてきました。

いつも可愛い可愛いと言って褒めていたのを覚えたのか、こっちに向かってこんなポーズをよく

してきます。

さすが女の子。

JUGEMテーマ：にゃんこ

　

2009.04.20 Mon

http://jugem.jp/theme/c154/1224/
http://cat.blogmura.com/
http://cat.blogmura.com/kijitora/


黒執事ミュージカル：キャスト

いつの間にか20万以上のアクセスありがとうございました。
その中でもここ最近は前記事｜黒執事ミュージカル化。

このワード検索が一番多いので、補足としてキャストのプロフィールを調べてみました。

音楽舞闘会「黒執事」

出演

松下　優也（セバスチャン・ミカエリス）

阪本　奨悟（シエル・ファントムハイヴ）

小山　剛志 （バルド）
南　　翔太 （フィニ）
猪狩　敦子 （メイリン）
植原　卓也 （グレル・サトクリフ）
龍　弥　　 （劉）
和泉　宗兵 （葬儀屋）
伊勢　直弘 （アバーライン）
青柳　塁斗 （ユウキ）
宮下　雄也(RUN&GUN) （キリト）
押野　大地 （カイ）

セバスチャン役の松下　優也さん[公式ｻｲﾄ]神戸出身で前歴はあまり無くこれが舞台デビュー。
あの曲に関してはEXILEやCHEMISTRYの楽曲を作成している人が制作したようなので松下自体は
無問題でしょう。

ジャニにもリンキンっぽい曲があるワケですしSAMURAI7 OP ｢JUSTICE｣

シエル役の阪本　奨悟さん（くん？）[BLOG]テニミュで4代目越前リョーマ役、歌が上手すぎて周
りから浮きまくっていた。

出てくる画像が全部可愛いけど現在身長169cm15歳、シエル役の人とはたった3歳差、身
長11cm差。

バルト役のひげ独身小山　剛志さん[BLOG]は声優や舞台の役者さんでwikiによると「すごく傷つ

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=412
http://eplus.jp/sys/T1U89P0101P006010P0050001P002026569P0030001P0006
http://www.matsushitayuya.com/
http://www.youtube.com/watch?v=3jAMAjMeMzc
http://www.nicovideo.jp/watch/sm73835
http://shogo.amuse.sub.jp/
http://blog.goo.ne.jp/koyamap/


きやすい万年思春期」であり、「生まれたての38歳（当時）」

フィニ役の南　翔太さん[BLOG]はプリプリDでの副会長役やウルトラマンギャラクシーのレ
イ役、wikiには「クールな役柄が多い」とあります。

メイリン役の猪狩敦子さんはwikiなど情報は無かったのですが劇団員さんで、検索すると脚本の浅
沼さんと繋がりがある役者さんのようです。

グレル役の植原　卓也さん[BLOG]は大阪出身との事でテニミュでは空気の忍足謙也役、かしゆか
と噂のある方だそうです。

劉役の龍弥さん[公式ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ]はモデルの方で昼ドラ「愛讐のロメラ」加賀見亮太役「遙かなる時
空の中で 舞一夜」にも出演、ウィルコムのCMに出てたんですね。

葬儀屋さんは和泉　宗兵さん[BLOG]旧芸名は小泉 朋英さん「未来戦隊タイムレンジャー」のドモ
ン役「忍風戦隊ハリケンジャー」のシュリケンジャー/坂木鉄平役、wikiによるとトークライブイ
ベント「桃祭」にゲスト出演した際、なぜかふんどし姿で出て素肌を叩かれたと言う。

アバーライン役の伊勢　直弘さん[BLOG]は声優/演出家/ラジオパーソナリティ、脚本の浅沼さんの
劇団の代表、海上自衛隊のCMでダンサーをしていた、メロン記念日のファン。

日本からの客人という事で３人。

ユウキ役はあのカエラこと青柳塁斗さん[公式ｻｲﾄ]はテニミュの氷帝メンバー向日岳人役の子。

キリト役の宮下　雄也さん[BLOG]はRUN&GUNメンバー、おはスタでデッカチャンと一緒に出て
いた、千原Jr.のドラマ「14歳」で残念な兄靖史役。
事務所が吉本だとか、なので新宿・ルミネtheよしもと新喜劇で東野班で出演。

http://ameblo.jp/minamikaze327/
http://takuya.amuse.moo.jp/
http://www.gigmanagement.jp/gigco.php?name=RYUYA
http://saipro.net/profile_izumi.html
http://blog.naoline.com/
http://www.amuse.co.jp/artist/aoyagi_ruito/
http://rungun-miyashita.laff.jp/


カイ役の押野　大地さん[公式ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ]劇団員の方だそうでこちらに浅沼さん関係の人だとの記述
があります。

テニミュで比嘉の平子場凛役だった齋藤ヤスカが実写化したら絶対出たいと言っていたという情

報もありましたが、残念。

※以前こちらに間違って「甲斐裕次郎役」と記述してありましたが訂正済み。

脚本演出の浅沼晋太郎さん関連の人が複数出演しています。

あと、ミュージカルではありませんがアニメの方のイベントがあるそうです。

麗しき執事たちと最後の夜を……『黒執事　その執事、終章 〜最後の晩餐を貴方と共に〜』
おのでぃーと諏訪部様が出ます、マーヤは居ない？

　

JUGEMテーマ：黒執事

＞とおりすがり　さん

そうでした。

慌ててWikiで確認してみたら確かに　平子場凛役　斎藤ヤスカ　でした。
うっかり。

前記のテニミュキャスト[立海/六角/比嘉]ではちゃんと記述してあったのでホッとしました。

前に何かのアニメかなんかを見ていたら声優キャストの中に”斎藤ヤスカ”の記述が一瞬あったよう
な気がしたので、ネルケプランニング繋がりでそういう事もあるのかな、と思いました。

ネルケは舞台と声優さんに特化した企画会社なので。

↑後記：「紅炎のソレンティア」というドラマCDでした。
2009.04.26 Sun

http://www.gosaydo.co.jp/HeaT/H-Pr-M/oshino-daichi.html
http://blog.goo.ne.jp/horisumi_2005/c/da638aafe375bae8fe588ea17ca23a83
http://sp.eplus.jp/event/2009/04/post-bced.html
http://entertainments.blogmura.com/ent_boysidol/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c190/4901/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=183


今度出す予定の画集の話。

前記事にも書きました画集

japanEXPOでも出す予定ですが、在庫が足りなくなった用にどこかのDLサイトでも販売予定です
。

予定では５０点ぐらい出せるように準備してて、現在出来てるのは半分＋ぐらい

苦手な背景もなるだけ入れて仕上げています。

上のサンプルの様子からは多少変わるかもしれません。

画集を出す場合、どのような表示にしたらいいか分からないのですが、一応自サイトのような表

示で、それと一緒にポストカードサイズのPDFも同梱しています。

会場では１００枚ほどその画集からポストカードも出したり、それらも準備中。

徳用チョコシューは230gで298円でした。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=466
http://www.japan-expo.com/
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/


近所に米ウォルマート資本の西友と英TESCO資本の店があります。
狭い所で米英戦争を繰り広げています。

ヘタリアではこのへん。

競って安売り合戦をしているので安い食品や珍しいものがいっぱい。

特にワインの種類多すぎ。

海外なので会場には箱一つで行けるようコンパクトにまとめてる途中。

そういえば松山さん達には行くかどうか聞いてない…。
ブログは生きていて企業サイトもリニューアルしてましたが今年の予定が入ってませんよ。

　

JUGEMテーマ：イラスト、、★
2009.04.16 Thu

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B1%B3%E8%8B%B1%E6%88%A6%E4%BA%89
http://www.geocities.jp/himaruya/rrl.htm
http://blog.livedoor.jp/happy6smile/
http://www.enchantement.jp/
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c88/2846/


桜の（遅延）報告

今年は丁度いい時期に外に出ていなかったので、桜の時期を逃しました。

これは１０日ぐらいの所沢の桜です。

もう散ってしまって葉桜。

でも、その近くのちょっと外れた所にあった桜はまだ散ってませんでした。



どうやら”ポトマック桜”（散っている方）と”ソメイヨシノ”（散っていない方）と、種類が違って
いたようです。

ポトマック桜とは、ワシントンにあるあの切られた桜と同種。

 普通の桜より花が大きく、見ごたえのある種類です。

▼去年の様子

3月27日だったそうです。

JUGEMテーマ：桜の写真送ってくださいー！

2009.04.16 Thu

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090416_507401.jpg
http://jugem.jp/theme/c313/3343/
http://photo.blogmura.com/


ツノゼミ？

テレビを見ていたら、去年の12月辺りに見た虫に似たものが出ていました。

トゲに擬態するツノゼミになんとなく似ているような。

猫が追いかけていて、部屋に逃げ込んできたのですが、ただ可愛いかったので写真を撮っていま

した。

もう１枚。

本当はもう一枚「WMV」動画画像もあるんですが、2.44MBもある。
ただ虫だけを撮ったものなので出すまでも無いかと思って。

猫は早く動くので撮れないでいます。

臭いものを嗅いでいる時の顔を撮りたいのですが、いつも突然なので。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090415_507341.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090415_507342.jpg
http://photo.blogmura.com/


>>蓮さん
そうだったんですか、コメントありがとうございました。

ネコが食べそうになってたんで、このあと逃がしてあげました。

JUGEMテーマ：バラエティ全般
2009.04.15 Wed

http://jugem.jp/theme/c240/2836/


マジカルファントムハイヴ家

EeePCではフォトショが動かないので、親が持っていて使用していなかったDELLのノートを借り
てきて使っていたら、結構開き容量があるのでそこに「シムピ」のマジカルまで持っているもの

全部入れてみました。

Program Files/Maxis/SimPeople/UserData/
内の「Characters」「Houses」フォルダをコピーしてゲームを再開。

玄関口にあったダンボール箱を開けるとマジカルな道具一式が飛び出してきました。

これらのアイテムは移動可能なので、家の中に移動。

矢印のある穴まで移動可能。

遊ぶエリザベス。



子供のおもちゃも増えました。

このおもちゃで遊ぶと子供のみが入手可能な「ピクシーの粉」が稀に入手出来ます。

ラブベッドで寝る子供たち。

大人たちがマジカルアイテムの使い方などでわたわたしていた頃、子供たちがいなくなっていた

ので探したら、セバス達のラブベッドで仲良く寝てました。

ラブベッドって子供同士でも寝るんですね。

通常の使い方ですが。

▼翌日

壷を覗き込むセバス。



壷を覗き込むセバス。

この仕草が可愛いかったりする。

”モードブースター”を使いつつ不眠不休で護符を作っていたら…。

浮き上がるシエル。

双眼鏡を覗いていたシエルの周りが光って宙に浮いてってどこかに行ってしまいました。

泣くエリザベス。

http://www.aroundthesims.com/objects/food_15.html


シエルが居なくなって一番悲しんでいたのがエリザベスでした。

大人は普通どおりに魔法農業生活。

呆然としてしまって学校にも行かなくなってしまう始末。

変な行動（お菓子や食事を食べずに床に置く、とか）をしたり、休み続けるとこのままでは軍隊

…と思っていたら。

シエルがひょっこり帰ってきました。

『う、宇宙人…』みたいな？

UFOについて語り合う。



双眼鏡で覗く→稀にUFOに持ってかれる→宇宙についての興味がMAXになる。
という事のようです。

それからというもの。

バタバタ突っ走るシエル。

シエルが突然走り出したり。

大げさに喜ぶシエル。



こんなカンジになってしまいました。

UFOに攫われると性格などが変わったりするようです。

追記※

これはマジカルでのデフォルトのポーズで、エリザベスもやりました。

クリスマスプレゼントに大げさに喜ぶアメリカの子供みたいな。

▼あと、オマケ。

謎の言葉。

「霊能者は7番目の家で強いバイブレーションを覚えました。来週いっぱいは、あなたは建設業か
ら離れていた方が良いでしょう。」

7番目の家とは、この家が建っている区画の事。
これらの謎の言葉は特に関係は無いらしいのですが、何となく気になってしまう。

それを英語で翻訳

「The psychic remembered a strong vibration in the seventh house. You might be fully away of you
from the construction industry next week. 」

それをさらにエキサイト翻訳

「霊媒は7番目の家での強い振動を覚えていました。 あなたは来週、建設業からあなたで完全に遠
くにいるかもしれません。」



直訳だったんですね。

10§の野ネズミ

ウサギより高い野ネズミ。

アメリカのゲームだから？

　 　

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.04.13 Mon

http://game.blogmura.com/
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


グレルが可愛く見えてきた。

最初、グレルのこの姿を見て可愛いと思うようになってしまってから、頻繁にグレルの画像を撮

るようになりました。

赤ん坊をあやすグレル。

食事中に赤ん坊が泣いてましたが、すぐに世話をするグレル。

猫耳とうさ耳が重なってしまいました。

リラックマとグレル。



オールドタウンに行くと、いつもすぐにペットのケージへ行って遊ぶグレル。

エリザベスと同じ格好で同時に猫を可愛がるグレル。

すぐに動物を可愛がりに行くグレル。

こっちは全く命令とかしていません。

同時に同じアクションをしていました。

小鳥と遊ぶグレル。

楽しげに遊んでいますが、この後大変な事に（小鳥が猫に食われてしまいました）

でも悲しまないグレル。

割とドライ。



野外でアクロバットにプルートゥと遊ぶ。

朝、部屋にいなかったのでグレルのアイコンをクリックしてみたら（選択したキャラを画面の中

央にする）外でアクロバットに遊んでました。

セバスチャンも可愛がるグレル。

新聞を取りに来たセバスチャンを襲う。

火事に大騒ぎの家族

家族が大騒ぎしてる中、後から何か変なグレルが飛んで来て、よく見たら体が消失していました

。



いつの間に。

何がキッカケで体ファイルが消失するのか、その場面が未確認なので不明。

火事は下手に「消火する」コマンドで命令するよりも、消防士さんが来てくれるまでひたすら傍

観させるのが最善策。

以前「消火」させてドアラとかテニスとかを何人か死亡させてしまったので。

１シムリオンのウサギ。

庭を改装していたらウサギが居たのでとりあえず掴んでみたら売れました。

バニー・ウサギってピーター・ラビットの変な訳のようなカンジでしょうか？

それにしてもシムでの通貨単位「シムリオン」ってどう表記していいものなんだか。

SS　SR　＄　§　？
＄（ドル）と同じような　1シムリオン=約100円　という感覚で見ています。
5000の高級家具が50万円と考えると、なんとなく辻褄が合っていたので。

光熱費が10万円というのは辻褄が合いませんが…。
メイドさん1日3000円前後とかは結構お安いような。

いつもは仲が良い（原作と真逆）のですが



セバスとグレルが変なカンジで見合って

失敗。

セバスは何か他に用事があって、機嫌が悪かったようです。

空腹で結婚を諦めるようなシムなので、いつどのようなテンションなのか分かりません。

オマケ

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=449


 子供を寝かしつけた後、グレルが勝手に動き出したので何かと思ってシャッターに手を置いてい
たらいきなり脱いだので思わずシャッターを押してしまいました。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.04.08 Wed

http://jugem.jp/theme/c98/7247/


爪が取れた。

洗面所にあったバッグに足の小指をｶﾞｯとぶつけてしまい、小指の爪が取れてしまいました。

触ってみましたが、爪の下の皮膚も少々硬いんですね。

爪が取れたのなんか３歳の時にコカコーラの瓶を足に落とした以来です。

↓爪の取れた足の小指と爪。

※ちょいグロ？なので小さく表示してます。

クリックすると携帯サイズぐらいの画像になります。

特に見る必要も無いとは思いますが、資料とか、参考か何かになればな、と。

最初はビクビクものでしたが、今は何か、大丈夫です。

ぶつけた時以外は痛みはありません。

糖尿というワケではありません。

JUGEMテーマ：痛み！
2009.04.07 Tue

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090407_504853.jpg
http://jugem.jp/theme/c1/4724/


GWの予定。

今年のGWは一族の天皇ことおばあちゃんがお隠れ遊ばされてからの一回忌なので３〜６日は福岡
に帰省してきます。

携帯完全圏外の秘境なので更新も滞ると思います。

どのくらい秘境かというと、このくらい。

でも60年以上前の写真です。

こんな写真がいっぱいあるので（戦時中のものとか）、撮って来れれば掲載したいと思います。

ちょっと７月のフランスの予行演習にネットブックとかも持っていって試しに使ってみます。

フェリーに乗るようなのですが、そこでwifiが使えれば更新出来る筈なので。

あと、実は携帯サイトを少しづつ更新してたりします。

画像あります。for携帯

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


このGW中ももしかしたら更新されてるかもしれません。

松山さんへ＊本日JTBで航空券を取って来ました。
やっぱり一番安いのはおとり広告のようです（問い合わせしたほとんどがそんなカンジ）

結局日本の航空会社の15万のものになりました。
５万ぐらい予算オーバー。

それプラス向こうでの生活費もありますし、結構かかる。

JUGEMテーマ：本日の更新
2009.05.01 Fri

http://jugem.jp/theme/c97/7796/


戦中前モノクロ写真。

GWは車酔いで吐き過ぎて栄養失調になったりと色々ありました。
今も短期ですがネコと離れていたのでアレルギーが再発して寝込んでいます、気管が痛い。

前の記事に「写真がいっぱいあるので（戦時中のものとか）、撮って来れれば掲載したいと思い

ます」と書いたものをちょっと紹介。

おじいちゃんが戦前に先遣隊という事で中国に遠征した時の写真。

 こちら実は日本人。
戦前は日中の仲も良く、このように中国人のコスプレなんかをしたりして楽しんでいたようです

。

 当時は日本人が中国人の格好をしたり、逆もけっこうあったようです。

中国人家族と。

こちらは中国人家族との写真。

仲は良かったそうです。

結婚式

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=479


日本人が中国で中国の扮装をして結婚式をあげている様子。

お嫁さんはちゃんと和服を着ています、ややこしいですがどちらも日本人です。

真ん中にいるのは軍曹さん。

凱旋門

こちらも中国のどこかで、写っている軍隊は日本の軍人さんだそうです。

別に視察なのでこの後何も無かったとか。

騎馬隊

日本刀でポーズ。



 いつの時代も居るお調子者。
自衛隊の写真でも武器持ってポーズ取る隊員の写真がありましたね。

親戚

 この俳優のような人は、親戚の誰かだそうです。
そう言われてみればイトコの兄ちゃんにそっくり。

女顔軍人



昔の宝塚の女優さんのような女顔の軍人さん、じいちゃんです。

イトコの姉ちゃんと母親にそっくり。

ほんのりと私にも似ているらしい…。

 三島由紀夫もそうですが、この時代の流行だったそうです。
他にも色々とこのテの写真がありました。

後ろの細面がじいちゃんです。

コレは他の年の近いイトコの兄ちゃんに似ています。

おじいちゃんからの戦争の話は平和なものしか聞いてません。

機関銃の音が「タンタン」だったというものくらい。

父方の方のおじいちゃんは戦車乗りだったそうで「東京の道を戦車で走った」と言ってました。

東京を、ですか。



こちらは戦後の写真らしい。

誰だかは不明らしいのですが、親戚である事は確からしい。

なんとなくおばあちゃんの若い頃にも似ている雰囲気。

曾祖母

竜馬の母のようなカンジですが、ウチの曾祖母です。

1867年の(ｷﾞﾘｷﾞﾘ)江戸時代生まれ。
50歳でじいちゃんを生んだ、(1917年)当時では珍しい超高齢出産を成し遂げた人。
それもあってかウチは高齢出産一族に。

なので通常と比べて２世代ぐらいズレてます。

同級生が「ウチのおばあちゃんが〜」と言っている出来事が、ことごとくウチの親の行動と類似



。

神幸（じんこう）

ウチの地方のお祭り。

その昔の山車です。

この山車が川の中まで入っていっていたようですが、現在は道を練り歩くのみ。

現在の神幸

こんなカンジ。

ちょっと遠めになってしまいました。

JUGEMテーマ：モノクロ
2009.05.08 Fri

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090508_515349.jpg
http://photo.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c142/1193/


勘違い？意図的？

もしかしてゲームなのに実際にあった事だと勘違いしているのかも…。
と、この記事を見た瞬間思ってしまいました。

「聖書」を事実だと勘違いしているようなお国柄なので(´·ω·`)
いわゆる赤穂浪士や西遊記のようなモノなのに。

とりあえず韓国には有名な生首育成ゲームというのもありますし。

有名過ぎて解説のしようがありません。

※相方から「怖い」というメールを頂きましたので縮小表示しています。

クリックすると横200Pixぐらいの画像が開きます。

神様なら生首でいいのか？

【ニコニコ動画】生首育成ゲーTomak（トマック）〜save the earth〜　実況プレイ　part1
解説の女性がクール。

※こちらも上記のような理由で文字だけリンクに変更。

フランスでも女性を殺しまくって死姦しまくるという18禁マンガがありましたが、そういったア
ダルトマンガが普通の本屋に平積みで置いてありました。

どれがノーマルでどれがアブノーマルか分からない状態で、ビニールで包むなんていうのは皆無

。

子供でも手に取って見れる状態でしたが、それは周りの大人が注意するんでしょう。

多分。

ヨーロッパを旅行すると、ちょっとその辺の道を入ったら普通にショーウィンドウにアダルトグ

ッズが陳列してあるショップがあったりもしましたし。

普通に立ちんぼ（売春婦）が鍵持って普通に立ってますし。

小中学生のような子供が夜にそんな道を歩いてるし。

どれも子供の教育上宜しくないんじゃないのか？

インドネシアでもダルマ系や殺人死姦マンガが多いですし。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090516_517857.jpg
http://www.nicovideo.jp/watch/sm5363200


プレデターものでインビジブル（透明人間）が強姦ウハウハとかもありました。

このインドネシアの本を紹介していたのは、私が高校生ぐらいの頃に刊行されていた日本で出版

されたインドネシアのマンガを纏めた本なのですが、アマゾンを探してもありませんでした。

普通に露天で売ってあるような本を紹介したものなので、それに特化した内容ではありません。

こういった話題が日本のアニメやマンガだけに限定されているのはそれだけ注目されているとい

う事なのでしょうか？

告発されたゲームは相当以前に発売されたソフトというのもありますし。

日本のコンテンツが流行すると困るというメディアが何かしらしているのでしょうか？

この告発した団体”Equality Now(イクオリティ・ナウ)”という団体はNYにあるのに特にアジアやア
フリカに力を入れているようで、様々な所にご意見してます。

【国連事務総長の選出権を“南”に】
【国連：PKO　女性の参加求める】

とりあえず翻訳

「イクオリティ・ナウ」　Equality Now トップページ

これ自身は普通のフェミ団体のようです。

結局の所、日本の新聞社・メディアがこれを大騒ぎして取り上げているだけの模様。

最近特に目立つ、日本の新聞社が特に話題にもなってないような自国バッシング記事を取り上げ

てるそのメリットって何？

　

JUGEMテーマ：アメリカに関するニュース
2009.05.13 Wed

http://www.news.janjan.jp/world/0605/0605244920/1.php
http://www.news.janjan.jp/world/0703/0703302665/1.php
http://www.excite-webtl.jp/world/english/web/?wb_url=http%3A%2F%2Fwww.equalitynow.org%2Fenglish%2Findex.html&wb_lp=ENJA&wb_dis=2&wb_submit=+%96%7C+%96%F3+
http://game.blogmura.com/
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://jugem.jp/theme/c9/2366/


夜食アリで2日で1.5kg痩せた。

いつも夜中に書いていたりするので夜食は欠かせないのですが、それを食べても2日で1.5kg痩せ
てしまいました。

どんぶりカップ麺の半分。

今回の帰省でも親に「足が太くなった」と言われ、妹にも「肉付きがいい」と言われたので、と

りあえず痩せてみる事に。

以前ダイエットをしたら40kgになってドクターストップを受けた事もあるので、適正BMI値を調べ
て46kg以下にはならないよう、-5kgほどを目標にしました。
【ダイエットの正しい目標値を自動計算】

食事制限をすると肝臓に悪いので、食事の方は今まで通り。

夜、風呂に入る前にベッドの上でマラソンなどでよくやる腿上げを20分ぐらい実行。

かなり足場が不安定なので、砂浜ダッシュのような負荷がかかり汗がかなり出ますし、ちょっと

筋肉が吊る事があるのですが、吊る前にクールダウンしてまた腿上げ。

これで2日で-1.5kg　というワケです。

多分これは最初に燃焼できる脂肪が落ちただけだと思う。

http://www.rakuten.ne.jp/gold/royal3000/detail/sousin-syousai/page1.htm


もともと文化部系なのに筋トレしてて運動部並みあったので、燃焼元になる筋力はあった、と思

います。

（高校卒業して10年は経ってますが、背筋の盛り上がりとかあるので）

ダンベル持って小島よしおポーズ（弓を下に引くような体勢）で効率良く上半身シェイプとバス

トアップも出来ます。

これにはかなり即効性（人による？）があるので、外にちゃんと出る際はいつもやってます。

この画像を探していたら、こんなのも見つけてしまいました。

良いスペイン語の教材。

福岡在住（？）の上の画像と同じ人だそうです。

かなり前ですが、近所の子供が全部バカになっていました。

しかし最近は聞きません。

親戚の子供がはしゃいでいたお笑いはオードリーでした。

子供はサイクルが早いですね。

JUGEMテーマ：ダイエット
2009.05.14 Thu

http://diet.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c118/3073/


アクセス解析。

妹にアクセス解析の事を聞かれ、どこの国か分かるのがあるの？と聞かれたので、自分が使って

いるFC2を紹介しました。

そこで、FC2の自分のサイト【画像あります。】の海外からのアクセスをアクセス解析で集計して
みました。

地域別だと.comや.netだけでどこの国か分からないので「訪問者>>言語」で調査。

３〜５月までの合計

アクセス数順

アメリカ　　　　　　　　　　　　132
中国　　　　　　　　　　　　　 42
台湾　　　　　　　　　　　　　 37
韓国　　　　　　　　　　　　　 37
イギリス英語圏　　　　　　　 21
香港　　　　　　　　　　　　　 18
ブラジル・ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏　　　12
フランス　　　　　　　　　　　 7
タイ　　　　　　　　　　　　　　 6
ポーランド　　　　　　　　　 4
スペイン　　　　　　　　　　 4
イタリア　　　　　　　　　　　 1
ドイツ　　　　　　　　　　　　 1
オーストラリア　　　　　　　 1
アルゼンチン　　　　　　　　 1
ブルアリア　　　　　　　　　　 1

ブルアリアとありますがブルガリアの言語が”ブルアリア語”（アルファベット表記"bg"）だそう
です。

アメリカが多のは、多分アメリカのウェブリングに登録しているせいだと思います。

【WebRing Directory and Online Community】

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://analysis.fc2.com/
http://dir.webring.com/rw


5以下のアクセスの国は日に一回のアクセスが続いたりしていたので、リピーターだと思われます
。

リピーター率は65%

だいたい以上です。

他にも解析出来る情報もありますが、それはFC2のアクセス解析サイトをご覧下さい。

このブログのリピーター率もだいたい同じようなカンジだと思われます。

JUGEMテーマ：アクセス解析
2009.05.16 Sat

http://analysis.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c91/2031/


海外のアニメ・マンガイベント

もはやアニメ・マンガ系のイベントはコミケットだけではなく世界中で開催されています。

▼アメリカ

アニメエキスポ公式サイト

開催地：ロサンゼルス

２００９年７月２〜５日

モーニング娘。とトライガンの内藤泰弘さんが招待されているようです。

やっぱりアメリカといえば内藤さんですね。

モー娘。は中国人やら何やらが混ざった現メンバーでしょうか。

▼フランス※こちらに参加します。

ジャパンエキスポ公式サイト

２００９年７月２〜５日

開催地：パリ

CLAMP・AKB48がゲスト参加。

ルイ・ヴィトンも血迷っているご様子。

【ルイ・ヴィトン＆ＡＫＢ４８が合体！|サンケイスポーツ】

仏米見て分かるように　同日開催　です。

アイドルと漫画家を招待していたりと、競合してる？

一方他の国では別の日に開催。

▼ドイツ

JAPAN-TAG（日本デー）
２００９年６月１３日

開催地：デュッセルドルフ

こちらの日本語サイトに「欧州相撲選手権を前に、今年もアマチュア相撲のデモンストレーショ

ンを予定しております」とありましたが『欧州相撲選手権』というのがあったのに驚きです。

ANIMAGIC
２００９年７月３１日〜８月２日

開催地：ボン

こちらがドイツでは大きなイベントになるそうです。

http://www.comiket.co.jp/
http://www.anime-expo.org/
http://www.japan-expo.com/
http://www.sanspo.com/geino/news/090428/gnj0904280504007-n1.htm
http://www.japantag-duesseldorf-nrw.de/
http://www.animagic-online.de/


▼イギリス

LONDON EXPO
２００９年３月２３・２４日

２００９年１０月２４・２５日どちら開催かよく分かりませんでした。

開催地：ロンドン

スペシャルゲストにあのターミネータの女優さんリンダ・ハミルトンが。

どうやら映画や映像を扱ったフィルムEXPOで、その中にアニメやマンガが含まれているようです
。

▼イタリア

Lucca Comics And Games
２００９年１０月２９日〜１１月１日

開催地：ルカ

さすがイタリアさん、サイトデザインがとても美しいです。

でも写真が無いのでよく分かりません。

他にも小さなイベントが色々あるみたいです。

2009年4月18-19-20日Cartoomics来年2010年は4月9-10-11日
2008年は3月28〜30日Torino Comics
2009年9月20日Fumettopoli
2009年10月11日Romix

ちなみにイタリア語でマンガはfumetto(フメット)ですがマンガで通じるようです。

▼スペイン

Salon del Manga
２００９年５月２４日

開催地：グラナダ

http://www.londonexpo.com/
http://www.luccacomicsandgames.com/
http://www.rassegne.it/cartoomics/
http://www.torinocomics.com/
http://www.fumettopoli.com/
http://www.romics.it/
http://www.salondelmangadegranada.com/


今月開催されるようです、意外とサイトは可愛い。

これ以外にも沢山ありすぎて紹介しきれません。

もしかしたらまだ個人グループ運営の小規模イベントかもしれないので。

あとどこの海外のイベントも共通ですが”顔出しＯＫ”でコスプレが多い。
自分大好きなんですね。

JapanEXPOで似顔絵を描いた時「ウチの可愛い子供を描いて下さい」というのもありました。

このように子供の肖像画を依頼するというのは伝統としてあるようですね。

ルノアール《 ロメーヌ・ラコー嬢 》
ベラスケス《 女王マルガリータの肖像》
その伝統に参加出来て喜ばしい限りです。

なんか前は用意してなかったのでクロッキー帳ですみませんでした。

今回はちゃんと用意していきます。

ちなみに似顔絵は”モンマルトルの師匠”と勝手に呼ばせてもらっているサクレクール寺院周辺の路
上画家のあの方の後ろにずっとついて（見てただけ）学習したので、日本伝統のアレなカンジと

はだいぶ違ってます。

デフォルメとか出来ません。

　

JUGEMテーマ：漫画/アニメ
2009.05.17 Sun

http://stephan.mods.jp/kabegami/kako/Lacaux.html
http://pinkchiffon.web.infoseek.co.jp/Margarita.htm
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://paris-japan.com/blogVote.jsf?id=182
http://jugem.jp/theme/c189/26/


インフルエンザ。

過去、私が小〜中学生の頃ですがインフルエンザを感染させまくっていた事があります。

私が風邪を引いて熱が出て泣いていても親が休ませてくれなかったので仕方なくいつも学校に行

っていて、子供の熱頭なりに”学級閉鎖になれば休めるかも…”と思って色々な人にうつして学級閉
鎖にしてやっと病院に行ってインフル診断してもらっていました。

今思うと恐ろしい事ですが。

普通に元気な子なら発症しないようなものでも、その当時から蕁麻疹の出やすい保健室通いをす

るような体質だったので体が弱く、すぐに感染してしまったのでしょうか？

それを自分の体内で人に感染させやすい状態にして撒き散らしていた、という事？

後日聞いてみるとあまり動かない方で隣のクラスにも行ってもいないのに、そちらにまでインフ

ルエンザの生徒が出たようでした。

あまり動かない人でも本気を出して感染させようと思ったら1日だけで十数人には感染させてしま
うようです。

今回のインフルエンザでも、部活の大会に出た生徒が校庭で倒れていた、という話もありますし

。

きっと熱が出ていても無理したんでしょう。

そこでゴホゴホしてたりすると周りじゅうに簡単に感染。

感染源の国（スペイン？）とそれに近い国でもない日本とイギリスで感染例が多いようで。

熱が出たぐらいでは学校も職場も休めない律儀な風潮なので、蔓延したんじゃないかな…と思い
ます。

ドイツやフランスなどのヨーロッパで感染例が少ないのは、風邪を引いたら普通に休む国民性だ

から？



あんなに人口があるインド・中国の感染例が少ないのはあまり国外への移動が少ないからだと思

います。

世界のどこにでも居ますが、その人達自体はあまり移動しないですし。

感染させる方法は知ってますが、感染させない方法は知りません。

多分逆をすればいいのかもしれません、それは思うに。

感染源を早めに隔離する。

自分が感染しているなら動かないor感染しやすい体質だと思ったら人が多い所に行かない事が最善
策だと思います。

感染していない健康な人がどうのこうのしても無駄のような気がします。

間接的に弱ってる人にうつす可能性はありますが。

JUGEMテーマ：インフルエンザの脅威
2009.05.19 Tue

http://jugem.jp/theme/c305/7060/


等身の見本

相方のリクエストに答え「特派服のスザク」を描いてみましたが、何かおかしい。

どうやら等身がおかしいみたいだったので、頭のサイズのレイヤーを作成して測ってみました。

9等身の半分の4.5等身が上半身なので、それに合わせて書き直し。
通常の日本人男性は約7等身なのですが、CLAMP画は10等身以上な事もあるので9等身ぐらいで収

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090523_520062.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090523_520061.jpg


めておきました。

合わせて通常の等身のサンプルも作成してみました。

▼等身テンプレ

アジア

女性：身長159.5cm　6.96等身　足長45%
男性：身長171.4cm　7.18等身　足長46%

EU(白人系)

女性：身長164cm　8等身　足長50%
男性：身長176cm　9等身　足長50%

参考

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090523_520063.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090523_520064.jpg


【人体寸法データベース 1997-98】
【世界各国の平均身長】

白人系の方の身長以外は色々な写真から割り出したおおよその平均値です。

アフリカ系や黒人の方のサンプルは発見できませんでした。

なぜかアフリカ各国の男性の身長だけサンプルが無かったり、等身も結構高そうですが数値が分

からなかったので。

頭が小さかったり手足が長かったりと、とんでもなくスタイルは良さそうです。

まとめたもの。

ライン無し。

http://riodb.ibase.aist.go.jp/dhbodydb/97-98/index.html.ja
http://sarusa2008.web.fc2.com/average-height.html
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090523_520067.jpg


 資料として使用可能です。
フォトショでも手書きでも目安として適当にお使い下さい。

　

JUGEMテーマ：イラスト、、★
2009.05.23 Sat

file:///tmp/puboo/56398/196691/01a5edf166ba01c68dc9/19945/epub/OEBPS/image/DC3A1E1C-F56C-11E1-9C89-82FBCC288735_l.jpg
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c88/2846/


携帯用石鹸のアイディア

旅行用ソープを考えてみました。

海外旅行ともなるとホテルに石鹸が無かったり質もアレだったりするので、何とか日本から石鹸

を持って行きたいけど余った場合持って帰るのが大変だったりでどうしたものかと調べてみま

した。

携帯ソープと言えば「フィルムソープ」らしい。

薬用フィルムハンドソープ 10枚入り (2入り)

これでは体が洗えない為、何とかならないかと考えてみたら、昔購入して石鹸作りをしていたア

レを思い出して作ってみました。

一部拡大

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B001331KOI/nightow-yukiko-22/ref=nosim


何が何だか分からないかもしれませんが、石鹸素地にガスールという泥パック用の粉末を入れて

います。

旅行用の携帯石鹸のポイントは

・毎回使いきれる。

・軽い。

この石鹸だと一回づつ適量が出せてモノも乾燥しているので携帯可能。

それに軽い。

純植物石けん素地(1kg)

ガスールを入れたのは海外だと乾燥が激しいので保湿用です。

ガスール 固形タイプ 500g

顔パック用として使っていましたが、パックした後にそのまま体に使うとスベスベになるので。

こっちの方が使いやすい。

ガスール 粉末タイプ 150g

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000WTBLRA/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000FQ6QPC/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00175BUWE/nightow-yukiko-22/ref=nosim


固形をミキサーで粉に出来るかな、と思ったのですが、意外と硬かったのでココは素直に粉を購

入した方が良さそうでした。

水で戻して使う分には固形でも使用できます。

amazonで「石鹸」検索していたら「LUSH」が売ってるんですね。
全 235 件という事らしい、ほぼ全種類ぐらいありますね。

髪様

小説でもちょっとコレを参考に書いてみたり。

紫ショック

【LUSH｜紫ショック】

”シャンプーバー”というやつです、洗髪石鹸。
生まれつきブロンドの人はリンスを使わず、シャンプーだけなので。

黒髪の日本人でも石鹸で洗うと頭皮がスッキリします。

脂性の人は一度使ってみるといいかもしれませんがその場合リンスを使う必要があります。

小説でもそんなカンジで書いてます。

【無銘文庫｜放課後。】

長い間放置していたのに未だにかなりカウントがあってビックリ。

パリに行く前に溜めてた続きをアップする予定です。

　

JUGEMテーマ：とらべるグッズ♪
2009.05.24 Sun

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000VYSMP0/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000VZ5LNK/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000XP1MAE/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000VYWQ2A/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000VYYC7M/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000VYSMSC/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000VZ5LJY/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000VZ28R2/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000VYYC90/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://mumei.org/public/w28418.htm
http://travel.blogmura.com/
http://beauty.blogmura.com/handmadecosme/
http://jugem.jp/theme/c147/5631/


ねこが夢中になった画像。

ひさしぶりの猫です。

作業の合間にニコニコ動画のAV（アニマルビデオ）を見ていたらひざに乗っていた猫がある動画
をじーっと見ていました。

【ニコニコ動画】ずっと子猫のターン！　〜（ﾉ´・ω・）ﾉ　｛ママ〜)

どうやら子猫が好きな（気になる）ようです。

前はケンカ画像も興奮気味に見てましたが、やっぱり女の子なので。

自分もこんな時代があった。





この溜まりに溜まった猫の写真をどうするか考え中。

CD-ROMにするにはまだ若干足りないくらい。

「かわいい」という単語を覚えたようで、「かわいい」と言うとお腹見せのぶりっこポーズをし

てきます。

それを見て私が「かわいい」と言います。

そうすると…（無限ループ

　

JUGEMテーマ：にゃんこ

で、現在ニコニコ生放送中。

とりあえず生中（仮）【月曜日】〜ガールズトーク〜

コメントをほとんど読みません。

これではテレビでやってるグータンヌーボとかと同じでは？

ネットでやる意味は？

2009.05.25 Mon

http://cat.blogmura.com/
http://cat.blogmura.com/kijitora/
http://jugem.jp/theme/c154/1224/
http://live.nicovideo.jp/watch/lv1086487


写真を使った背景の描き方。

今回は写真画像を使用した背景画像の作り方を解説します。

画集で描いているとどうしても背景が必要になってきます。

でも背景が描けるワケでもないので、といってそのまま写真を使うワケにもいかず、そこで写真

を加工して使用する事にしました。

急場しのぎの技術ですが。

サンプル

分かる人には分かる、福岡のローカル鉄道「平成筑豊電鉄」略して「へいちく」です。

この車両はバスを改造してできたもの、タモリ倶楽部でもたまにタモさんが話していたりします

。

一部拡大



上の写真でも出来ますが、モアレっている画像でも出来ますよ、という事でサンプルを拡大して

みました。

まずはじめに「フィルタ」>「ぼかし」>「ぼかし（詳細）」で確認画像を見ながら調整。
これで絵っぽくなります。

この画像のモアレっている部分とか色を調整。

コレを「レイヤーを複製」の「新規」を選択。

もうひとつ画像を別に作ります。

その画像を「フィルタ」>「表現手法」>「輪郭検出」をします。



その画像を「フィルタ」>「表現手法」>「輪郭検出」をします。

輪郭検出

「輪郭検出」するとこういう虹色画像になりますね。

その画像を「グレースケール」にします。

細かい線があるので「明るさ・コントラスト」で調整して線を綺麗にしていきます。

それプラス「ブラシ」で細かい線とかを修正。

ココで線画完成でもいいのですが、ちょっと一工夫。

「フィルタ」>「スケッチ」>「ハーフトーンパターン」でスクリーントーンを貼ったような画像
にします。

大きさ　１　　コントラスト　５　　パターンタイプ　点　　で設定。

ドットだらけになるのでもう一度「明るさ・コントラスト」で調整したのが以下の画像。



なんとなくマンガの線だけ画像っぽくなりました。

コレを前の画像と乗算して合成。

完成画像

「輪郭のトレース」でもできます。

こんなカンジ



上記と同じ方法で線を調整してカラーと合成。

線がよく見えませんが、なんとなくワク線が引かれたような見た目になる。

コレを利用するとこんな画像も出来ます。



モノクロにするとマンガの背景のようにもなります。

コレで入稿出来そうですが「グレースケール」設定で入稿するとドット部分はモアレが出てしま

います。

ただのマンガっぽい画像です。

入稿するような原稿にする場合は普通に「グレースケール」画像でおｋ。

 
ドットを入れたい場合はドットを大きくするとなりにくいです。

でもそれだと灰色部分というよりデザイントーンのようになります。

　

JUGEMテーマ：イラスト、、★
2009.05.27 Wed

http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c88/2846/


画集のジャケットサンプルができました。

近々出す画集のジャケット草案が出来ました。

収録

銀魂

黒執事

コードギアス

ヘタリア

REBORN!
NARUTO 
VOCALOID
テニスの王子様（比嘉中）

TRYGUN
オリジナル小説の兄弟のやつ（イエレエミース兄弟）

など。

自サイト【画像あります。】に掲載していた画像をカラーにしたものや加筆修正したもの。

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


また未掲載だったものも含め30点・150MB以上になると思います。
というか今の時点でそれを超えている。

画像をポストカードとして印刷出来る設定にしたり、今回線画も入れられるものは同梱してあり

ます（ぬり絵用？）

背景画像もオマケに付けたり、フォトショップデータや収録画像の別バージョンとか色々入れて

ます。

まだサンプルの段階なので変更は大いにあります。

現在作成しているのは英語版のみ、英語版にはPhotoShopでのメイキングテクニック紹介とかを
収録しています。

海外でフォトショの使い方解説しているサイトが無いので、試しに作ってみました。

至って普通のフォトショ解説なので、日本語版に掲載するまでも無いかなと思って。

JapanEXPOの会場では出力見本のようなカンジでプリントアウトしたポストカードも出します。
本当に最近のプリンターの印刷は綺麗ですね、普通に販売できるレベル。

昔は横線がシャーシャー入っただけなカンジで書類でのみしか使えないレベルだったのに。

そんな事も覚えている人は少ないでしょうが…。

というか昔、アルプス電気のマイクロドライブプリンターというのがあって、オフセット印刷の

ようなカラーハーフトーン印刷や箔押し印刷が出来たので、昔の同人サークルさんがけっこう使

ってたりした。

というのも覚えている人は少数でしょう。

ほんの15年くらい前なのに。

　

JUGEMテーマ：制作途中UP
2009.06.01 Mon

http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c88/8857/


綺麗な虫。

今日、外で強風に吹かれている綺麗なコを見つけたので写真を撮ってみました。

羽がボロボロでしたが、エメラルドグリーンの羽にブロンズ色の飾りがついた綺麗な蛾でした。

別角度から。

どんなコかと思って「蛾」でgoogle検索してみたら、あっさりとコレが出てきました。

オオミズアオ-wikipedia-

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%82%A2%E3%82%AA


有名な蛾だったんですね。

綺麗だったのですが、羽がボロボロで飛べるのかどうか。

今、雨も降ってきたし。（所沢）

JUGEMテーマ：新種発見か！？
2009.06.11 Thu

http://jugem.jp/theme/c158/4186/


画集の販売予告を出しました。

画集の予告をディーエルサイトコムにアップしました。

【2007〜2009年上半期イラスト集。】

このブログもそうですが、タイトルセンス皆無なのでそのままのタイトルです。

体験版として　カラー１４点＋線画８点＋フォトショデータ２点＋１５禁画像２点

以上の２６点を出しています。

紹介サイトの画像を上の画像と見比べてもらったら分かると思いますが、修正するのを忘れてま

した。（文字を）

肝心な所が抜けてすみませんでした…。

==内容======================

イラスト38点(15禁モノ3点含)
線画22点
PSD(フォトショデータ)3点
背景などオマケ画像5点

全て合算して68点を収録しています。

http://www.dlsite.com
http://home.dlsite.com/announce/=/product_id/RJ050328.html


収録

家庭○師ヒットマンR○BORN!
テ○スの王子様(比○中)
銀○

NA○UTO
黒○事

コ○ドギアス

VO○ALOID
T○YGUN
など。

あと、公開していなかったオリジナル小説の挿絵も収録しました。

==============================
こっちは修正してたのに…。

TOPに出る画像はコレで。

一覧に出る画像はこちらです。

イラストの他に線画も同梱しています。

未統合のフォトショップデータや背景など、オマケもあり。

フォトショ講座なんてものも同梱してますが、当初日本語版の方には入れないつもりでした。

なので英語で作成していて、それを日本語バージョンにも直してます。

当初何を言いたかったのか分からなくなってきてる…。

この記事を書いている間にも、何点かまた画像が増えました。

現在延べ画像数は７０点・約１８１ＭＢになってます。



アップ時期は６月中旬となっていますが、一月を三分割すると現在が６月中旬です。（１１〜２

０日？）

ジャンル説明は「ショタ・女装・メガネ・学園・ぷに・BL」で登録しています。
ジャンルがそのくらいしかなかったので。

　

JUGEMテーマ：制作途中UP
2009.06.11 Thu

http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c88/8857/


圧縮袋での梱包の方法

ちょっと詰め方にちょっと工夫をすれば綺麗に圧縮出来るみたいなので、それが上手く出来るよ

うな方法を考えてみました。

まず、圧縮袋より一回り小さ目の袋を用意してその中に服を詰めていきます。

その袋を逆さまにして圧縮袋に入れます。

そのまま袋だけを取り出しながら圧縮袋の中に服を広げながら詰めていきます。



服だけを入れた状態。

あとは普通通り圧縮します。

詰め込み過ぎるとあまり空気が抜けないので、２つにいっぱい詰め込むよりも、それを３つに分

けた方が押さえやすくなって圧縮率がいいように思います。

今回わざわざ別の袋に入れたのは、上のような詰めすぎ防止のため。

目安として一回り小さい袋を使用しました。



前の旅行で掃除機で吸うタイプのものを使ってましたが、現地に着いた時には膨らんでいてま

した。

あと、その当時猫が小さかったのもあって牙でプツプツ穴を開けられて使えなくなったので、100
円均一で最近の新しい圧縮袋を購入してみました。

最近のは全部ジップしたら反対側から空気が抜けるようになっていて、今回旅行にも持って行き

ましたが現地に着いても膨らんでいませんでした。

妹が『圧縮すると軽くなる！』と言ってましたが、質量保存の法則で重さは変わりません。

多分、持ちやすくなったから軽くなったように思えたのでしょう。

JUGEMテーマ：とらべるグッズ♪
2009.06.13 Sat

http://travel.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c147/5631/


簡単な吉里吉里講座。追記

この前の【簡単な吉里吉里講座。】で忘れてた項目を追記。

作品を作った後に起動する.exeファイルの画像を、自作のアイコンで表示させます。

そこでアイコン画像を作成するのに使用するソフトが必要になります。

オススメはこちら

【Vecterソフトレビュー｜LittleCanvas】
豊富な機能を利用して、高い表現力を持つアイコン/カーソルを作れるソフト
作者のサイト：Many's Collectionここの下に「IconEditor LittleCanvas」があります。

このソフトはほぼ全ての画像(GIF/PNG/JPGなど)で作成可能だそうです。

「ファイルを開く」で作成したい画像を開きます。

この時、画像サイズは32×32で。

開いたらすぐに保存出来ます。

保存画面

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=491
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/090217/n0902173.html
http://www.ric.hi-ho.ne.jp/many/


「ファイル>>その他形式で保存>>256色で保存」
で保存すると画像そのままで保存できます。

アイコンが作成された所で.exeファイルの表示を自作アイコンにします。

吉里吉里ファイル「kirikiri2>>Tools」の中にある魚がお皿に乗ったアイコンの「krkrconf.exe」を
実行。

この「アイコンを変更する」をチェックして先ほど作成したアイコンを選択して「OK」をクリッ
クするとアイコンが自作のものになります。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090613_527088.jpg


↓こんなカンジ。

　 　

これを更新して撲殺天使クローム髑髏ちゃん[続き]にコメントしている間に「googleクローム」が
自動更新されて、今まで[右クリックだけで勝手に選択]が改善。
他にも閲覧履歴消去やオプションなどの画面が変化してたり。

多分、夕方辺りに一気にクロームが重くなったんでその辺でしょうか？

JUGEMテーマ：サウンドノベル
2009.06.14 Sun

http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=236
http://jugem.jp/theme/c277/2642/


サウンドノベル告知サイト開設

サウンドノベルの紹介ページを開設しました。

サウンドノベル紹介ページ

製作過程や動作環境など、色々な情報はこちらのサイトに掲載します。

この自作小説を今まで画像サイトでは紹介してなかったのを、画集を作っている過程で気付きま

した。

画集には未発表だったり相方に送っただけのものも含め、何点か収録しています。

というかほとんどの画像が携帯サイズに縮小して掲載していたと思います。

あまり把握してませんが。

このページを完成させてから画集をアップさせようかと思ったら

日本語版を作成してないのに気付きました。

先に英語版をアップすればいいのか、それでDLサイト.comが許してくれるのか。
よく分かりませんが、モノは出来ています。

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
2009.06.16 Tue

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/novel/index.html
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


ただいま販売準備中です。

画集がやっとアップロード出来て、現在DLサイトで販売準備中です。

※まだ下記アドレスでは販売されていませんので、未リンクです。

2007〜2009年上半期イラスト集
http://hana.dlsite.com/work/=/product_id/RJ050549.html

2007〜2009年上半期イラスト集[英語版]
http://hana.dlsite.com/work/=/product_id/RJ050328.html

R○BORN!などの女性向けジャンルが含まれていたため、ジャンルは一般ではなく「女性向け」
です。

特にR指定な画像はありませんが、若干それのように見受けられる画像があったため「R指定」に
分けられました。

「R指定」目当てで購入された方ががっかりされないためにちょっと言っておきます。

海外で出展するので持っていけるのにも限界があるため、ちょっとこちらでも購入出来るように

設置させて頂きました。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090618_528674.jpg


それにしても少年を扱う「ショタ」というジャンルは果たして女性向け？

前になんとなく説明として描いてたかなた。

ショタコレクションに予定していた客層の女性とは全く違う男性が、ひしめくように集まってい

たというのもあるので全くの女性向けとも言えないような気もします。

しかしながら年齢指定すると色々問題があるので、女性向けという体裁を取った男性向けジャン

ルという微妙なジャンルになっているのでしょう。

海外のサイトを見ていたら、元からあるキメラという言葉ではなくふたなり（FUTANARI）とい
うものを使っていました。

ここには含まれていませんでしたが

List of English words of Japanese origin

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A1%E3%83%A9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B5%E3%81%9F%E3%81%AA%E3%82%8A
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_words_of_Japanese_origin


ここで紹介している以上に各国掲示板等に日本語は氾濫していて、あの

「YUKKURISITEITTENE!!!（ゆっくりしていってね！！！）」もありました。

↓もう国境は無い様子。

【ニコニコ動画】アニソングランプリ優勝者カトリーヌさん（ＨＩＭＥＫＡ）のカラオケ

　

JUGEMテーマ：イラスト、、★
2009.06.18 Thu

http://www.nicovideo.jp/watch/sm5206510
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c88/2846/


春日の飴ジュースを作ってみた。

そろそろ暑くなってきて、水を消費する季節になってまいりました。

という事で余っていた飴を使って、あの”飴ジュース”を作ってみました。

余っていた飴。

のどあめ。

普通の水道水だとカルキのニオイがする（自分的には）ので、ちょっとブリタでろ過します。

水をろ過した所で中に飴を入れようとしたら、500mlのペットボトルの口には飴が入りませんで
した。

とりあえずコップで飴を溶かしてから投入。

1.5L〜2Lのペットボトルでも口径は2.8cmで同じなのに、春日はどんな飴を入れていたのでしょう
？

無理やりにでもねじこんだ？

男性の力ならそれもあるかもしれません。



とりあえず完成。

飲んでみた感想は…39円程度の期限切れ安売りジュース。

飲めなくはないけど、積極的には飲みたくはない、という味。

結論

ブリタしただけの水の方がうまい。

わざわざ飴入れなくても、というカンジでした。

BRITA Maxtra リクエリ
これに付いてるカートリッジを消費しつつヤフオクでカートリッジを探すのがデフォ。

だいたいマクストラ１個¥750くらいです。
16Lろ過すれば元は取れますし、実際には遥かにそれ以上ろ過出来ます。

JUGEMテーマ：オードリー

DLサイト.comで告知している画集は明日21日に出るそうです。
2009.06.21 Sun

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000O2K5U4/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/theme/c75/7391/


画集が販売になりました。

前々から告知していた画集がやっと発売となりました。

女性向け・R指定
イラスト40点(15禁モノ4点含)
線画22点
PSD(フォトショデータ)3点
背景などオマケ画像5点

【2007〜2009年上半期イラスト集】

【2007〜2009年上半期イラスト集[英語版]】

http://hana.dlsite.com/work/=/product_id/RJ050549.html
http://hana.dlsite.com/dlaf/=/link/cart/aid/tecnicaltype_a/id/RJ050549.html
http://hana.dlsite.com/work/=/product_id/RJ050328.html
http://hana.dlsite.com/dlaf/=/link/cart/aid/tecnicaltype_a/id/RJ050328.html


どちらも内容は同じです。

172MBもあるので、ダウンロードに時間がかかるかもしれません。
こっちもアップロードに時間がかかったので。

次回からは50MB辺りにまとめて出せればいいなと思ってます。

なんとなくダウンロード時間の目安として

1MB 1分/x0.5　というカンジ。
172MBなら86分？

ちなみにウチは未だにADSL回線です。

というか、コレの体験版が66MB。
新作予定の途中まで画像を入れたサウンドノベルも体験版だけで23MBになってます。

画像データは重いですね。

　

JUGEMテーマ：イラスト、、★
2009.06.21 Sun

http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c88/2846/


携帯待ち受けのサイズ

DLサイト.comのサークル管理画面を見ていたら「DLsite Mobileでの販売について」という記述が
ありました。

※サークル登録者だけの画面なのでリンクは出来ませんでした。

どうやら携帯用のコンテンツらしく、販売できるのは

・CG/イラスト集
・コミック/同人誌
・動画作品(WMV・MPEG・AVI形式)
・音声作品

だそうです。

今のところDLサイトでは成人・男性向けコンテンツしか扱っていない模様。
でも携帯コンテンツを作るとしたら待ち受け画面サイズはどのようになるのでしょうか？

WS011SH画面

以前の携帯で撮った画像を待ち受けにしてるのですが、タテヨコ比が違うのでこんな表示に。

成猫になった今では窓辺幅より大きくなってしまったのでこの画像はもう撮れません…。

ウィルコムの公式を見てきたら待ち受けサイズは480x800とありましたが、この画像は　384×640
　と表示されてました。

解像度違いで縮小されたようです。

画面は３インチ(7.62cm)で液晶実寸は4cm×6.6cm　約 1×√2.78
ハイビジョンが 1×√3.2 なので、それよりは幅が短いようです。

「携帯 待ち受け サイズ 一覧」で検索してみたところこのようなサイトがありました。
携帯電話液晶サイズ参考一覧表

ココを見てみるかぎりでは

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090622_529704.jpg
http://affexceed.art.coocan.jp/spec.html


　　　240×320　　　　480×640　　の２種のようです。

タテヨコ比はどちらも　１×√１．７８

昔の機種では160×198というのもあるようですが、現在の携帯では小さすぎるサイズになったよ
うです。

動く待ち受けとして”GIFアニメーション”でも作成が可能だそうです。
FLASHで動いているのかと思ってました。

ウィルコムのスマートフォンにしてから３年。

現在はデコメもしていなければ絵文字も使っていないのでよく知りませんでした。

相方に送っていた携帯待ち受け画像サイズが間違えていたのも、コレを調べてみて初めて気づき

ました。

JUGEMテーマ：まちうけ：）
2009.06.22 Mon

http://mobile.blogmura.com/mobilewait/
http://jugem.jp/theme/c251/3875/


KAITOとレンに色をつけてみた。

これからも画集とかをコンスタンスに出して行こうと思うので、ファイルを整理してみました。

その中からKAITOとレンのが出てきたので適当に色を付けてみました。

なんかこんな適当な絵がいっぱいあって、その中のものを清書して出したりしてます。

このくらい適当に描いてた絵を清書。

↓

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090627_531484.jpg


２年前に書いていた絵です。

ダウンロードサイトの販売が開始になりました。

■DLサイト.com

↑こちらでまず女性向け判定をされたので、他に女性向けを主力に扱っているダウンロードサイ

トを探してみたら下のものを見つけました。

■サーパラマーケット

↑コレに申し込みをしていた最中に、下のサイトさんからウチのブログにコメントがあったので

登録させて頂きました。

■ギュッと！同人館

↑テンプレコメントだという事は分かっていたのですが、どうせなので登録させて頂きました。

http://hana.dlsite.com/fsr/=/kw/RG09796/od/reg_d
http://market.surpara.com/go/?AFID=82539&IID=13588
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=502
http://gyut.to/category.phtml?afid=1185-T&item=17813


今度のイベントで在庫が切れた場合の応急処置として置いてみたものです。

しかしながら、DLサイト.comの英語版の場合登録までに１〜２ヶ月ほどかかるそうです。

日本語版の登録は１６日（火）に英語版１７日（水）に日本語版をアップロードして、販売開始

になったのが２１日（日）

同時に販売するという事になったので、全体で５日ぐらい。

しかしながら上記の通り、英語版は未だに販売にはなってません。

サークル登録する時にその表記は無かったんで、多分半月ぐらいかと思ってました。

イベントに間に合わないので、とりあえずイベントで表記するものは日本語サイトに掲載した英

語版のものにしてます。

でも購入とか、出来なさそうなのですが…。

　

JUGEMテーマ：ニコ☆VOCALOID

2009.06.27 Sat

http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c95/3490/


画像サイトの表示を変更しました。

画像を置いているサイト

【画像あります。】

の表示を変更しました。

内容がツリー式に出てくるように変更。

どんどん予定外に内容が増えていって、分からない間に見えにくくなって自分でも見えにくくな

っていたので。

ブログもデザインを変更。

現在使用しているドットの背景は

画像あります >> 素材 >> 背景 >> ｽｸﾘｰﾝﾄｰﾝみたいな背景
にあります。

画像あります。for 携帯版

こちらの携帯サイトもいつのまにか1万アクセスになってました。

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/so/bg_index.html
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/


【無銘文庫】の方でも新しく

龍侍と雛子。「武とかなた。」番外

さくらとマックス。［はるかとかなた］番外

を始めました。

どちらも過去話です。

どれもフランスに行く前になんとかしなければ、とも思っていたので。

明後日には行ってきます。

が、明日は池袋に映画見に行ってきます。

というか今日は誕生日です。

　

JUGEMテーマ：本日の更新

2009.06.29 Mon

http://mumei.org/public/a1336.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.htm
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c97/7796/


EVA破見てきました。

先日の記事にも書きましたが、EVA破を見てきました。

レポート画とかは追って描きたいと思います。

こちらは携帯からの書き込みです、明日の準備もあるので。

今回のカヲル君

シンジに向かって「今度は、キミを幸せにするよ」

前とは別物という事なんですね。

なんかこの台詞で全てに納得がいきます。

ちなみにゲンドウの事を「はじめまして、○○」（←この部分は映画で確認して下さい）と言っ

ていました。

予想はつくでしょうが。

加持さんがシンジ君をデートに誘います。

加持「男とか女とか関係ないよ…」
シンジ「アッー！」



加持さん、というか山ちゃんの冒頭の台詞が凄いです。

さすが音声模写の人です。

EVA放送当初はカヲル君とシンジの出会いのシーンは河原でぱちゃぱちゃ、というのを風の噂で
聞いたので、今回どうなんだろうと思ったら、次回予告に続きます。

パンフレットにもある通り、槍がドーンという形の挨拶？

あとレイちゃんが「彼と居ると心がポカポカする」とか、可愛い事を言っていました。

前回もですが、レイの可愛さが何割か増しているような気がしました。

シンジと一体化寸前。

その可愛いレイの話と連動してアスカが下手な手料理を作り始めていました。

今回悲惨なアスカと、何やらモテモテなシンちゃん。

TVの時の話数が行ったり来たりします。
最後の方の話が出てきたと思ったら結構前に戻ったり。

あの話題のメガネっ子はロシアからの刺客です、おそロシア。

純朴に残酷なロシア。

今回はロシアがぼちぼち出てきます。

人は多かったです。

初日近いから。

早い時間に行ったので若干空いていましたが、後になると行列になってました。

（池袋サンシャイン）



帰りにマックでWi-Fi通信をしようとしたらエラーコード0500208のようなものが出て接続出来ま
せんでした。

近所のマックでもそうらしいので、トイザらスのステーションに行ってジラーチをゲットしま

した。

マックはまだ使えないようです。

トランスフォーマー見るよりもこっちの方がオススメです。

映画はやっぱり火薬の量派は当然。

火薬というかほとんどがメガトン級原爆なんですけどね。

（使徒の爆発シーンなど）

ハリウッドではコレばかりは（原爆）爆破出来ないでしょう。

↓少しネタバレを書きます。

　白で書いている筈(携帯なのでソースコード不完全)なのですが、知りたくない方はこれ以下は読
まないで下さい。

意外な事に死者は出ない。

トウジの妹が出てくる、幸せなトウジ。

サブタイトルが”序・破・急”と言われていましたが、次回は”急”じゃなくて”Ｑ”

劇場内が静かに「きゅ…きゅう？」とザワザワ。

ウルトラＱみたいな事なのでしょうが。



ウルトラといえば、

映画最初のカラーという社名の効果音があのウルトラマンの「シュワー！」（デュワー？）で

した。

JUGEMテーマ：ヱヴァンゲリヲン
2009.07.01 Wed

http://jugem.jp/theme/c192/2987/


パリ1日目。

成田からパリへ。

「ワルキューレ」と「24シーズン1」を11話まで続けて見ててうっかり寝てませんでした。
機内で「おはようございます」のアナウンスで初めて寝る時間帯だったという事に気付く。

そこまでは良かったのですが…

鞄が1時間ほど出てこなかったり
モベル(携帯レンタル)の表記にあった番号ではかけられなくて、現地の人と連絡取れなくて追加料
金取られたり。

エレベーターが止まって23kgの荷物を抱えて階段を下りたり。
色々とトラブルが。

パリの空港

個人旅行では1/4日はそういった事に潰れると思った方が良さそうです。

パリまで行くRERがクソ暑い…。
日本なら病人が出るレベル。

スコールでも傘ささなかったりとフランス人は強いね。

今回借りたアパートはJaDiSさんの5区のスフロにあるアパートの屋根裏。



今回借りたアパートはJaDiSさんの5区のスフロにあるアパートの屋根裏。
4階まで階段は無くエレベーターで、あと7Fまでは階段。
20時にエレベーターが止まってしまうので外に出られなくなりプチ幽閉状態。
しかもTVも無ければネットも繋げません。
それは覚悟してたのですが、まさか幽閉されるとは…。
ちなみに22時まで昼間のように明るいです。
でもシャワーを20時までしか使用できない(騒音とかで)ので、それ以前にシャワーを済ませなけれ
ばならないのでかなり過酷なスケジュールに。

猫に挨拶してこなかった。

前に行った時にご飯食べなくてずっと鳴いているというメールが入ったんですが、大丈夫だろ

うか。

出発前。

半目開けて寝てた。

▼おぼえがき

・空港からフランスの交通機関を使う場合、5時間余計にかかると思った方がいい。
↑鞄受け取り1時間待ちからエレベーターが止まって引き返したり電車が止まったりと色々ある
ので。

・購入したのがイギリスの携帯だったのでフランスの携帯にかける場合は



0033を付ける、先頭の番号の0を取る。
・1.9ユーロと書かれたネットカフェがあるけど、英字オンリーだと思う。
Wi-Fi出来る所を探す。

現在こちらの時間は7月2日午後6:54です。

　 　 　 　

JUGEMテーマ：フランス
2009.07.03 Fri

http://travel.blogmura.com/hitoritabi_ladies/
http://travel.blogmura.com/europetravel/
http://travel.blogmura.com/kaigai/
http://travel.blogmura.com/
http://paris-japan.com/blogVote.jsf?id=182
http://jugem.jp/theme/c149/3078/


パリ2日目。

会場に乗り遅れた、と思ったらかなり余裕でした。

日本のように時間ぴったりに押し寄せてくるというのは無し。

というか20時まで(サマータイム)やってるので、夕方の方が人が多いというカンジ。
多分、今の季節は夜まで明るいのと帰るのが容易だからではないでしょうか。

パリ中心部から会場まで30分程度、日本の2〜3時間とはえらい違いですね。

以前のを思い描いて少な目に持ってきたのですが、もっと気合い入れて本でも用意してくれば

よかったかもしれない。

でも本中心というよりも、アクセサリーやバッチなどのモノ系が多い。

隣のブースはなんかアンケートのような事をやってました。

開始前に隣のブースの方々が何枚かポストカードを購入してくれました。

コスプレイヤー多し。

韓国人も多い。

こんな大物も持ち込み可能。

武器はいっぱいありました。

すごい色のジュース



海外ではごく当たり前な光景。

写真では抑え目になってるかもしれませんが、とてもカラフルでした。

早朝の風景

早朝のパンテオン周辺。

駐車場が無いので、車が出っぱなしです。

▼おぼえがき

・Luxembourg駅の上にチケット売場がある。
・ナベット1週間は、金曜に来週月曜からの一週間チケットが発売される。



・LuxembourgからEXPO駅までは片道3.7ユーロ
8×3.7=29.6　ナベットより1枚づつ買った方がいいとは。
・Luxembourg駅　8:58発　EXPO駅　9:33着
・パリ市内を移動出来る(ゾーン1)カルネ10枚の買い方。
ディスカルネ、スィルブプレ。

・ココはどこですか？ウオンネ？

・コレください、お願いします。ジュヴドゥレ、サ、スィルブプレ。

・ヴィダーin買っとけばよかった、甘パンしかないよ。
・いま何時ですか？ケ、ロールエテル。

・○○に行きますか？ヴザレ、ア(オ)○○。
・○○駅はどこですか？ウエラ○○スタスィオン？

・右ドロワットゥ　左ゴッシュ　直進トゥドロワ　後ろデリエール

松山さんに電話しても繋がらなかったので、もうココに電話番号書いておきます。

モベルの書き方がよく分からない事になっていて、実際に表記してある通りでは掛からなかった

ので。

0044 75 4540 7725

松山さんのメールにあった06の方に電話をかけてみたら他の人(フランスの人？)が出ましたよ。
正しい番号教えて下さい。

来てますか？

　 　 　 　

JUGEMテーマ：フランス
2009.07.03 Fri

http://travel.blogmura.com/hitoritabi_ladies/
http://travel.blogmura.com/europetravel/
http://travel.blogmura.com/kaigai/
http://travel.blogmura.com/
http://paris-japan.com/blogVote.jsf?id=182
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パリ3日目。

数日に一回の更新になります。

日本語入力が出来るPCがあるネットカフェが30分3ユーロ(400円)なんで。

EXPO会場で買ったバゲットのサンドイッチがかなり大きかったので半分だけ食べて後は朝食にし
ました。

昨晩は自炊。

コンソメが見当たらなかったので、オニオンスープの元で代用。

安かった鳥のささみと卵を入れて作ったら、何だか親子丼のようになりました。

オニオンが甘かったんでみりんっぽくなったんですね。

今日は涼しかったです、最初の頃はうだるように暑かったのですが。

前回は冬のように寒かったので、ホッカイロを持ってきたのですがどうやら使いそうにないカ

ンジ。

湯たんぽも持ってきたのですが、水を入れてフリーザーで凍らせて氷枕にしています。

前回同様、コスプレしたまま来る人が多い。

もう10年目だけどいいんだろうか？
ダメな気がする、武器系もたまにあるので。

今日来るとき目の前にサスケくんがいました。



もちろん武器あり。

あとなぜか軍ヲタっぽい完全武装な方々がいましたが、なぜ？

ライフル持ってましたけど、腕にはちゃんと参加証が。

これが参加証。

ジャックスパロウサンタがいましたが、どちらも日本とは関係ないモノ。

自由にコスプレできる場所という事なんでしょう。

会場でローラースケート(ほぼインライン)の人もぼちぼち居ました。
人が少ない時はスタッフさんがカートで駆け抜けてました。

分かりやすい美形さん方のフリーハグが多い。

それとハグに男女は関係ないようです、女女とか男男とか。

さすがフランス。

フリーキスというのもありました。

いいのか…可愛い女の子でした。

あと、日本と違うのはかなりご年輩な方が来ている。

子供の付き添いというのもありますが、自ら来ているような方々もちらほら。

年輩の人達が同人誌持ってましたし。

どういう事なんだろう？



単なる日本好き？

マルコを大きくしたような猫に会いました。

どこにでもいるような柄ですが。

帰ったら天気のイイ日に洗わなきゃ。

子猫用のシャンプーで。

安かったんで。

イベント帰りにレアルの駅で降りてRERのA線でオベールまで行ってオペラガルニエ周辺に行って
きました。

この先にあるサン・ラザールの駅周辺に以前小さいのに品揃えが良いので重宝していたスーパー

があったんで行ってきました。

ニベアのような「Auchan」という会社のスキンクリームと、ベーコンのパテを買っていたら何や
ら話しかけてくる人が。

どうやら店員さんのようで、他にも色々とナンパしていました。

いいのか店員。

じゃがいもが0.41ユーロ（54円）野菜は1kgの値段で書いてあるので一瞬高いように思ってしまい
ます。



という事で本日の夕食。

久しぶりにビール。

手前のハンバーグのようなものはパテです。

外が明るいので夕方な気分でいましたが、夜の22時に夕食でした。

とにかく明るい。

こちらの画像は夜の7時30分です。



そしてこちらがやっと暗くなってきた21時の空、逆光ですが周りは昼間のように明るいです。

暗くなってきたからそろ大人しくなってくるかな、と思ったら突然拍手が。



正面がパリ第一大学なので、その何か発表会のようでした。

トランペットの音が聞こえたり。

▼おぼえがき

・Luxembrgu駅から9:30に特急が出てる。
・Luxemborg駅の近くに27番バスがあるからそれでサンラザールへ買い出し。
・日本の婦人服9号サイズは38サイズ。
・4時台から中だるみ、帰っても良さそうな時間帯。

よくあるフランス人が冷たくてフランス恐怖症になる、という話がありますが、むしろ優し過ぎ

るぐらい優しい。

階段で荷物を持ってくれたり、懇切丁寧にエレベーターの乗り方を英語で教えてくれたり。

何か他にも色々。

どっちかというと現地に住んでいる日本人の方が、こんな事も知らないのというような冷たさが

あるような気がする。

かなり余談でしたが。

パリ現在は7月5日20:37です。

　 　 　 　

JUGEMテーマ：フランス
2009.07.06 Mon
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パリ4日目。

画面がズレてますが、時間がなくて直せないので日本に帰ってから設定し直します。

今日は暑かったので当初の予定とは別の服に着替えたり何やらしていたら、遅れてしまいました

。

しかも、電車が止まって振り替えに乗ったりしてドタバタなカンジ。

11:45に北駅です。

電車内でもフリーハグ看板持った子が、電車内は暑いよ。

前日の帰りに会場の出口付近で”Wi-Fi Free〜”という表記を見つけたので、ネットブックを持って
きました。

部屋でも「WiFi回線があります」と表示されていたのですが、ID入れないと繋げない。
他の部屋の人が使用している模様、信号が”最も強い”と出たので多分お隣さん。

会場に着くとなぜかラーメンの香りが。

多分近くにたこ焼き屋があるから。

もやし入りしょうゆラーメンというカンジの匂いでした。

ハリボのお菓子もあって、すごい色のお菓子が並んでました。

海外では普通なのでしょうが、日本人のこっちから見るとちょっと引けてしまう色。



会場のブースでPCを機動させてみたところ、やっぱりIDが必要との事。
ココじゃなくてちゃんとゲート前行かなきゃダメか。

有名で知っている方も多いと思いますが

「テソシネコ」のバッグがやたらと目に付きます。

多分青い羽根が生えてるので「天使ねこ」の事だと思います。

背景に日本語が色々書いてあるのですが

「大サロンのヒットヘア」とか「着回しおしゃれ計画」とか。

読めるのはそのくらい。

他は日本語になってませんでした、まぁ背景なので。

「PUCCA」というチャイニーズなキャラのもありました。

番傘、意外と持ってる人が多い。

中には千代紙のような柄で手作りしていた子も。

おっぱいがいっぱい谷間がいっぱいブラまるだし。

下チチヌーブラ丸出しのコスプレまで居ました、そういうキャラなのでしょうけど。

どうやら日本はその辺強固なぐらい保守的らしい。

日本に住んでいた外国人が本国に帰って胸の谷間を見ると「おっ」と驚くらしい。

チャイナ服や小藩(？)とか書いてあったりもして、中国っぽいものもあったりするので、ジャパン
というか”アジアEXPO”なのではないでし

ょうか？

韓国の国旗Tシャツ着てた人も(フランス人)居ましたし。

弥の部首がイになってる、多分ニーハオの漢字表記にこんなのがあったような、そんなタトゥー

を複数発見。

Samsungの携帯を持ってる人と同じくらいSONYのエリクソン携帯もありましたが、一般の人
も持っているのでどっちかというとSamsung優勢。



前に「Samsungって日本の会社だろ？」と言われたので”違います韓国という国です”と教えたら「
韓国ってドコ？」という状態でしたが、

現在はどうなんでしょう。

カメラはSONYが圧倒でした。

男性向け・女性向けというカテゴリ分けは無いそうです。

男性でもREBORN!好きだったり、女性でもらき☆すたやハルヒだったり。
ウチのREBORN!ポストカードを必死のパッチで買っていった男の子(きっと高校生)もいました。
YAOIだけど男女一緒にサークル出展していたりして、日本のような垣根は無いようです。

初音ミクを知っている人が多く、用意していたミクのポストカードが2日目で無くなりました。
前を通る人がやたらと指さして行ったり「コレ知ってる！」と言ったり、コスプレも若干ですが

居たり。

黒執事も人気でした。

コレだけは多めに持って行ったのですが、3日目で無くなる。

フリーハグ集団まで現れました。

隊列を組んで「フリーハグ！フリーハグ！」の大合唱。

腕にフリーキスと書いてある女の子も。

こうなったら誰とでもハグしていいんじゃないか？

さすが愛の国フランス。

フランスさんがゴスロリ着ると本物になる。

けど、同時に派手になりすぎて恐いかもしれない。

姫ゴスは似合う。

自演乙のような女装も居ました。



日本だと若干可愛い子もたまに居ますが、フランス人男性だと…。
少年は激しく可愛いのですが、ある年を過ぎると突然…。
幼女、というか少女は言うまでもなく”天使様”です。

ちなみに、家からそれを着てきているようです。

大丈夫か？

クロークや着替える場所はある筈なのに。

外でコスプレしても恥ずかしくないという不思議。

下手な手作りであっても似合ってしまうという不思議。

どうやらウチの出していたポストカードを公式なアニメブックからの転用だと思われていたら

しい。

無断転載、多いからね。

ちゃんと「Je peindre(私が描きました)」って書かなきゃね。
(合ってるかどうか分かりませんが)

ジャニーズのグッズを売っている所がありましたが、日本で購入して売っているようです。



2スペースを使ってかなり大量に売ってました。

フリーハグ・フリーキス集団がジェンカのように連なってシュプレヒコール。

もう何がしたいんだか。

▼おぼえがき

・カルネの買い方は、ウンカルネ、スィルブプレ。前のは間違い。

・日曜は大抵の店が閉まっている(以前からそうですが)
水が欲しいかも、でも水道の水もエビアンと味が同じなので飲めなくはない。

パリ現在は7月5日20:46です。

　 　 　 　

JUGEMテーマ：フランス
2009.07.06 Mon
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パリ５日目。

毎朝鳩が屋根裏で『ボッボウ…』言っていて、高い声も聞こえるので巣があるんだろうなと思っ
てたら、今日白茶っぽい子が顔を出してくれました。

結構大きい。

日本のと比べて態度も大きいいし、歩いている目の前でしゃがみ込んだ子もいました。

うっかり踏みそうになるのもお構いなしなカンジ。

ジャパンエキスポですが、売り上げは毎日の参加費ぐらいしか入ってこないです。

あと１ユーロで参加費回収ぐらい。

いつもは参加していたアンシャントマンさんが今年は行かないと、こっちが飛行機を取った時点

で言ってきて、その時点でキャンセル料を払って中止すればよかったと後悔。

毎年参加していて、10年目の節目の今年だけ参加しないとは予想がつかなったですよ。
日本の仕事で忙しいのでしょうか。

そんな中、以前お世話になった鎌足さんが来てくれました。

着流しのお侍さん。

近くのブースのお手伝いをしているとの事でした。

何か困った事があったら言ってね、ってフランス語が話せなくて困っています。

相手の言葉はなんとなく分かるのですが、とっさにこっちが何言っていいんだか分かりません。

ウィとノンとアレジィぐらい。

でもある程度ジェスチャーで通じてるような気も…。
でも松山さんに言われた通訳さん雇う余裕も無ければ、追加椅子の申請も分からなかったし、言

われたのもギリギリだったんで今回は一人。

お金も無いので毎日日本から持ってきたカップラーメンです。

こっちで買ってるのは昔見つけたパテとか、スナック菓子とか、あとは卵とかベーコン。

ほとんど1ユーロ程度で買えるものが多いです。
本当に食品は安いので助かってます。

ところで。

何だか写真を撮ってくる人が多いです。

所々で撮影会、ブース内撮影禁止とかは無いようです。



youtubeにでも投稿するのかビデオの長回しをしている人達も。
日本だと運営さんに止められるレベル。

もっと大きいメインの場所に出店しているアジア系な人達も浴衣とかゴスロリ着ていて、遠目で

も撮影。

あちらは綺麗どころさん達ですが、こっちは今回軽ゴスなんですけどね。

普通にOLさんが綺麗にした程度で、駅でも歩いてるレベル。
着てるのも2千円程度のものとか100円アクセサリーなので、たいした事ないです。

コスプレイヤーさん達のドレスの作りがさすが本場だけあって基礎がちゃんとしていました。

スカートを広げる骨組みとか、ダーツの入れ方とか。

でも細部は不器用なカンジでした。

そこはフランス人。

コスプレで多かったもの

・ソウルイーターご一行様

・ブリーチのぜんぶ白いの

・NARUTOの頭の傘にヒラヒラ付けたじいちゃん
・NARUTOの額当てのみであとは私服、年齢問わず。
・バンパイア騎士の黒に白ライン入りのコスにその文字が書かれた鞄

・ワンピースの鹿

・ハルヒ女子制服、男女問わず

・ピカチュウ帽子をかぶった、どうしたんだというくらいのハンサム

・鋼のエドのみコスで一緒に居る他のメンバーは普段着

・キングダムハーツの鍵のみ持っている

・FF7のクラウドの剣のみ持ってる
・マリオのキノコ帽子

・色々とリアルな指輪物語

・ホリックのちぃ、色々と付け足し

他、特定のキャラのコスプレでは無いもの

・鎖で繋がった人

・絵の具で体に血を描いてる人



・背中のブラ紐丸出し

・ノーブラタンクトップ

・腹出し(ボテッとはみ出てるけど構わないカンジ)
・女性用ブリーフ、下に何も着ずにそのまま

・キャラ問わず、青い髪・緑の髪

・ベルトの中心に発光ダイオードで文字が表示されるやつ

・手製ハンガーの羽根

・テソシネコの鞄

・かなり綺麗に黒い黒人さんの姫ゴス

・車椅子の子供とご両親

・ハイスピード車椅子

・ALBAROSA
・番傘

・浴衣(コレはアジア系に多い)
・ピンで止める猫耳、男女問わず。

・ぬいぐるみをかざしながら持っている

・ピクニックに来たかのような壮年夫婦

・黒いカラスマスクじゃなくて普通のマスクが黒い

・長ネギ(本物かレプリカか不明)
・アルミ製松葉杖

・サバイバル仕様の軍人(武器持ち)
・きぐるみーず

・フレンチメイド(エロいメイドさんという意味とフランス人のメイドさん)
・模造刀の箱を抱えた人達

これらは１人だけそういう人を見ましたよ、ではなく複数見たという事です。

ミニスカートの下に1分丈のスパッツを履いている人達も居ましたが、レースが全体に付いたスパ
ッツがあるのを教えたかった。

というか買ってくれば倍値で売れたかも。

上に関してはほぼ丸出しでも下に関してはちゃんと着てました。

「親方ラーメン」という箱を持ってる人を見ました。

今日は香ばしいお好み焼きのような匂いがするよ。

向こうの方にあるたこ焼きか。



誤字

吸立鬼(吸血鬼)
テソシネコとの甘み(Angel cat with sweet time)？

あと誤字では無いですが

私(ハート)日本、よく観光地にある「I (ラブ) N.Y.」のようなものの日本語版。
「日本人彼女募集中」Tシャツ(前回も見た)
テソシネコがテンシネコにちゃんと戻っていて、アクマネコも発見。

男性ゴスロリを発見。

スカートではなくちゃんとレースの付いたパンツスタイル。

決して日本のホストとは違う、綺麗な人達でした。

小学生の少年コスプレイヤー、美形コナン君発見。

ウチのブースの前でぼんやり立ってました。

写真撮ればよかった…。

そんな中でも今回よく売れたのは「黒執事」

「コードギアス」のロロを指さしてはしゃいでいる人が結構居ました。

あまり描かれないけどファンは居る、という事？

「リボーン」が何故か男性陣に人気、日本とは真逆。

銃だとかイタリアが普通にカッコイイのでしょう。

実はみんなヘタリアとか言いつつイタリアが好き。

躯と髑髏のポストカードを結構買っていってました。

「テニスの王子様：比嘉中」知るワケが無い。

たまに、綺麗な女の子！…ぁ男か(甲斐・平古場)のような反応。
「トライガン」ヴァッシュは当然人気。

「銀魂」知ってる、けど実際買っていく人は皆無。

「ギンタマ、ウフフ…」パリジェンヌがギンタマを連呼。
銀魂知ってるなら意味も分かってるはず。

オリジナルの兄弟モノは、DSの通信対戦の画像と、はるかな兄弟のみ。
やっぱり版権モノが強い。



持って行ったものの着なかった洋服を売ってみたところ、売れました。

これが収入のほとんどを占めるようなカンジ。

この為に用意してた服、着ていた１着を残して全部売れてしまいました。

以前も同じカンジ。

ただ、自分と同じサイズの人はあまり居ないようで(9号・約160cm48kg)
細身な娘さん(中学生？)をお持ちのお母さまがよく買って行かれました。

19歳の時にパリ行った時も美術館で一緒に並んでた小学生と並んでたら同じように見られました
。

そしてどうやら現在、高校生ぐらいに思われている？

確証はありませんが、隣の高校生集団の『好みなんじゃねぇのーヒューヒュー』に巻き込まれま

した。

多分キミ達の倍くらいの年齢ですよ、こっちは。

フリーハグの進化系。

フリーセックスなイタチ兄さんを発見。

仲間に「いいのかよ〜」と言われてましたがOKだそうです。
自由の国、を通り越してもはや無法地帯。

子供の付き添いで来たような中年のご夫婦の、奥さんの団扇にフリーハグと書いてありました。

？？？

ヘナヘナなカンジの男の子がフリーファイトというタグを持ってました。

殴られ屋？大丈夫か？

男性と女性のカップルかと思ったら女性同士のカップルだったり。

男性同士でやけにくっついて歩いてるなと思ったら手を繋いでいたり。

そこはフランスですね。

アジア系女性とフランス人男性のカップルが多かったですが、アジア人男性とフランス人女性

のカップルではアジアの男性は日本人ではないようなカンジでした。

韓国系？



カラオケで「おっくせんまん！」コールが。

アレってカラオケになってましたっけ？

あと「アニサマ！」コレはさっぱり分かりません。

▼おぼえがき

・リュクサンブールよりオベールの方が言いやすい、料金は一緒。

パリ現在は7月6日20:52です。

　 　 　 　

JUGEMテーマ：フランス
2009.07.07 Tue
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パリ６日目。

今日はイベントも終わって、余暇です。

近くにあるという「マンガカフェ」に行ってみたら閉まってて、定休日かと思ったら10:30から。
10時前に行ったからどこも閉まってるのは当然か。

リュクサンブールの駅から27か21のバスで行けば、どっちにしろサンラザールに行くっぽいので
、とりあえず中心部までバスで出てきました。

ギャラリーラファイエットで日本では買えないサイズのブラを捜索。

ギャラリーラファイエット

日本だと不当に差別を受けるサイズなので(そのサイズだと確実に太ってるでしょうみたいな)海外



に行けばありそうな気がして、単純にとりあえずワゴンを漁ってみたら、あった。

でもサイズがコレで合ってるかどうか分からないけど、ワゴンにあった一番大きいサイズとア

ンダー32(アジアで言う65以下ぐらい)
このサイズでは日本では考えられないくらい安かったんで(14ユーロ)一緒にワゴンの中にあったコ
ルセットらしきもの(8ユーロ)も買ってみました。

ギャラリーラファイエット前でマルコに似たキジ猫を抱えているホームレスの女性がいたの

で0.1ユーロ置いて猫を触らせてもらいました。
ちょっと大きめな大人しい猫。

初めて海外で動物を触ったかもしれません。

外に動物が連れて歩いてる犬以外居ないんで。

そして向かいにあった「C&A」で皮ジャンが44.99の半額だったので合うサイズのモノを持って行
って購入、しようとしたらそれのタグが取れてたようで電話呼び出しがあって値段付け係さんか

何かが来て「40」と書いて行き、結局20ユーロで購入してしまいました。

でも万引きタグの取り忘れがあって戻って、言って、取ってもらうのにかなりの時間ロス。

コレが2.5ユーロ分か…。

オペラからルーブル方面に歩いて行くといつも行ってるモノプリ(MONOPRIX)に入ると、そこで
親とか相方にお土産を買って、あと良い色のマニキュアもあったんで購入。

買い物して思ったのですが、他でも電車とか色々と、人が立ち往生とかレジが止まってる間も怒

らずにのほほんと待っています。

日本だと早くしろとドヤされるぐらいのものでも、ボーッとして待ってる。

電車もクーラーが無いのでかなり脱水になりそうなくらい(実際自分は手に汗をかかなくなって、
頭痛がしてきた)なのに、じーっと辛抱。

ココまで我慢強ければそりゃ色々とマッチョにもなるワケです。



そしてペイリンが前に連れてきてくれた「珍珠茶館ZENZOO」に来ました。

「珍珠」とはタピオカの事です。

そこで杏仁黒タピオカを注文、台湾スイーツは日本の頭の痛くなる甘さとは違うのでお気に入り

です。

注文してから出てくるまではかなり遅いですが、それは厨房が狭いから、かも。

FormuleA(なんとか餐)というのが8.5ユーロ
飲み物・小とPatisseris(軽食のようなもの)がセットです。
台湾系らしいのでちょっと漢字が読めませんが、かなり単純な日本語なら通じると思います。

(熱いとか冷たいとか)

他も13ユーロくらいだったり、周辺と比べてかなりリーズナブルになってます。

場所は「ラーメン北海道」の真向かい、と言えば日本のガイドブック見れば分かると思います。



高い日本食食べるよりはアジアでも本物食べた方がいいと思ったんで。

そうしているウチに19時、まだ明るいんでうっかり。

▼おぼえがき。

・0階が日本で言う1F
・道の所々にう○こが(ペットの)落ちてる。
・リンゴの芯も落ちてる(手のひらサイズなので歩きながら食べれる)
・ブラのアンダー　フランス85/EU32/アジア65↓　フランス105/アジア95
・ブラのカップ　　フランスD/アジアGF　フランスC/アジアEF　フランスA/アジアC
カップについてはワゴンで見たものを目測なので何とも、でも多分合ってます。

・パンティのサイズは洋服のサイズと同じ表記がしてありますが、SMLの場合日本と比べてワン
サイズ違うと思って下さい。

フランスL→アジアXL　フランスM→アジアL　フランスS→アジアM
コレ以下のサイズなら子供用になります。

パリ現在は7月6日21:02です。

　 　 　 　

JUGEMテーマ：フランス
2009.07.07 Tue
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パリの地図

パリのgoogle地図。
こちらで表示されると思います。

ちょっと半分テスト。

より大きな地図で パリ地図 を表示

いつも行くスーパーとか、役に立つような目印を付けてます。

これからどんどん付け足して行くと思います。

パリ続きの記事は追って書き込みたいと思います。

何か色々とまとめる事とかあるので。

帰ってきてから風邪っぽいのは、例のやつではなく単なる猫アレルギー。

ちょっと離れていたのでぶり返したようです。

抗アレルギー剤でボヤボヤです。

　 　 　 　　

JUGEMテーマ：フランス
2009.07.10 Fri
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パリ７日目。

本日、帰国なのですが、前日、部屋に帰ってギャラリーラファイエットで購入したブラのサイズ

を確認してみたところ…サイズがやっぱり合ってませんでした。

セール品だったので試着する所が無くて、確認出来なかったので。

前回のおぼえがきの「ブラのカップ」を訂正します。

自分のサイズを分かり兼ねていました、もっと上に見ても良かったんだなと後悔。

でもあれ以上のサイズをワゴンでは見て無かったし…。

とりあえず荷物はアパートに置いて急いでギャラリーラファイエットに行くと、それをサイズ

が違ったので返品して別のものを探していたら店員さんに案の定小さいサイズを進められました

。

「アンノーマルサイズ(異常なサイズ)」だと伝えたら、チラッと見てまぁまぁ理解していましたが
、やっぱりサイズを聞いて二度ビックリというカンジでした。

カップサイズはあるのですがそれのアンダーが合うものが無い。

太くて大きいものは豊富にあるけど、細くて大きいものは一切無かったです、奇跡的にあっても

数万円。

やっぱりどこの国でも奇形…。

以前、日本の某掲示板サイトの女性板の大きい方スレで、アンダーの話になって平均アンダー

が75cmという話に突然日本人らしき男性が『この巨デブどもめ！』と罵ってましたが、普通とい
うかむしろ細い方です。

今回のフランスではだいたい平均80〜85cm前後。
アンダー60cm台と言っている方がやっぱり異常なのです。
マンガかグラビアの改竄データの見過ぎです。

色々と探してもやっぱり無くて、他の店員さんに聞いてもナッシングと言われましたが、奇跡的

に安売りワゴンの中に一個だけ発見…したのですが、激しくスケスケ。

どのくらいかというとカップはスケスケレースのみです。

一応それしか無かったんで、日本のキンカ堂にでも行ってパットを探して苦手なお裁縫です。



そういえばフランスにパットという概念は無いようで、ドコを探してもありませんでした。

ブラはだいたいスケスケかフニャフニャかペコペコ。

日本のようなゴッツいのはコルセットなどを売っている専門店にありますが、どれも1万円↑です
。

アジアのは先端が鋭角になっていてその辺が余ったり変な形になるのが嫌だったんで、フランス

の丸みのあるものが入手出来て良かったです。

…スケスケですが。

日本のワコールありましたが、やっぱりサイズが大きいのは太い人というサイズしかありません

でした。

デザインもいまいち、やっぱりサラシの国の人だから。

そのままバスで帰って、アパートに荷物を取りに行って、そのままRERで空港まで来ました。

10枚買ったカルネ(パリ市内ならどこでも行ける、バス電車共通の乗車券の10枚綴り)が2枚余りま
した。

コレは次に来ても有効なので、とりあえず放置の方向で。

飛行機の時間が20時なのでその2時間前には空港に着いていたかったので、フランスというか海外
は普通に電車が止まったりするので早めに行ったら今回はスムーズに進んでしまい15時に着いて
しまいました。

あと5時間ぐらいどうしよう。



とりあえずマックで暇つぶしです。

小さなハンバーガー「Ptit Poivre」1.75ユーロ　というのがあります。
でも日本円で232.75円
100円マックのようなものは存在しません。
このポテトもコカコーラも2.2ユーロ、約292.6円
野菜やなんかは安いですが、こういった手の入る食事は高いです。

▼おぼえがき

・マックのポテトはフリッターと言う

・勝手に飲み物Lサイズを出してきたと思ったらそれがMサイズ
・店員さんが怒ってるので態度が悪いのではなくてそれが普通

追記

・ブラのカップ

フランスF/EU DDD/アジアHG
フランスE/EU DD/アジアGF
フランスD/アジアFE
フランスC/アジアED
でも、前に一回だけ調べたら自分のサイズがDDDと表記されたので、コレもちょっと自信無い。
アンダーは前回表記と変わらず。

そんな場合やっぱり

「プイ　ジュ　レセイエ(試着してもいいですか)」とか



「ウ　ソン　レセイエ？(試着室はドコですか？)」と言って試着した方がいいかもしれません。
一応ドコかには試着室はあるはずです。

ちなみにアンダーはフランス85/US32/アジア70が最小です。
一個だけフランス80/US30/アジア60を見つけましたが当然小さいサイズでした。

　 　 　 　　

JUGEMテーマ：フランス
2009.07.12 Sun
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所沢、日食見えました。

都内ではほとんど見えなかったようですが、こちら所沢では欠けた一瞬だけ雲が晴れて見えま

した。

ちょっと暗めに撮ったもの。

※日食で暗くなったワケではありません、見やすいように周りを暗くしたもの。



ちょっと時間が経ったもの。

一番見やすいもの？

どれもあまり変わらないような気もしますが、この後、雲がかかってしまい見えなくなりました

。

なんとなく周りが暗くなったような気もしましたが、それはただ単に天気が悪くて曇っていた

だけ。

でも、今は曇りだけど明るい気がするので、やっぱり日食で暗くなったような気もします。

”昼間の光る月”というカンジでした。



調べてみたら地球に月の影が出来ているようで、宇宙からはこのように見えるそうです。

コレを見てなんとなくコレを思い出してしまいました。

時期も時期なので。

それと同時にコレも。

ニコニコ動画

皆既日食見ましたか？？

JUGEMテーマ：日食2009
2009.07.22 Wed
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小説が１位になりました。

オリジナルの小説を掲載させてもらってる無銘文庫でトップになりました。

読んで下さった方々、ありがとうございました。

ランキングは以下の通り。

「克哉とあきら。」　１位

「武とかなた。」　２位

「はるかとかなた。」　５位

書き手ランク　１位　(09年7月22日現在)

でも、プレビュー数が5〜6000前後と、前の多かった時期とほとんど同じ。
以前はこのプレビュー数だど5位か8位くらいだったのに。

カウント数を見ても、携帯小説を読む全体数が以前と比べて半分ほどに落ちたように思います。

コレは多分、素人が書いている小説なので文法やテンポが悪く、長期にじっくり読んでいくには

向いていなかったという事なのかもしれません。

ゴメンなさい、自分の事です。

学生終了前後のここ１０年くらい本を読んでいないので、文法なんかよく分かりません。

なので、前にアップしたものでも何度も直しを入れていたりします。

かなたの以前の一人称「僕」を現在の「俺」に、とか、字間を空けたりだとか。

かなり大きいのは文章が抜けていたのを加筆したりだとか。

その加筆がけっこうあるので、１ページの文字数は800前後にしました。
ちょっと足すとすぐ200文字ぐらいは増えるんで。

http://mumei.org/public/
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm


【pixiv】にも参加しはじめました。

表示されてるでしょうか？

まず最初は小説の挿し絵から置いていってます。

画集に掲載した画像も小さい閲覧サイズで掲載。

サウンドノベルの方も制作中。

意外と無料で適当な音源がネットを探すとけっこう置いてあるので（効果音なども）テスト画像

と共に置いて動作確認していってるのですが、やっぱりデータが重い。

体験版にと作ってみたものが、もうすでに50MB近い。

色々と削減出来るファイルは削っていってはいますが、それでもまたかなり重くなりそうです。

ウチは未だにADSL回線なので、アップロードにもかなりの時間がかかります。

１作品５０ＭＢ程度を念頭に置いているのですが、なかなか小さくならない。

http://www.pixiv.net/member.php?id=824932
http://www.pixiv.net/member.php?id=824932
http://hana.dlsite.com/fsr/=/kw/RG09796/od/


↑多分、ボツになる画像。

”ベッドに寝転がりながら〜”とあるのに寝転がって無かったので。

画像あります。for 携帯版

FC2小説【小説一覧】

[小説] ブログ村キーワード

　

JUGEMテーマ：自作小説
2009.07.24 Fri
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紙で小さなファイルボックスを作ってみた。

１００円均一でよく見るアイテムを、手近にあった紙で、ちょっと書いたメモや机の上の小物を

整理するのに作ってみました。

材料：Ａ５程度のメモ用紙。

　　　　幅広の透明テープ（100円均一にある薄いので十分）

・まずはメモ用紙をコの字型に適当に折っていきます。

 コレで完成形が分かると思います。

・底の部分を作ります。

底の厚さはこのくらいで、みたいな。

・底の部分を組み合わせます。



折り目に鉛筆でラインを入れてみました。

よく、包装紙なんかで角を包む時にこの折り目になりますね。

このくらいの厚さの箱の角なんかを当てて折ると分かりやすいかもしれません。

・それを折ってみた。

こんなカンジ。

※軽くて自立しないのでケシゴムで押さえてます、大きさも分かりやすいかな、と思って。

・完成。



幅広のテープを全面に貼って強度を出します。

その後に、上に出来る角のピラピラをはさみでカットして完成です。

★使用例

メモでも小さな手帳でも、上のようにちょっと紅茶のパックでも何でもストックしたり。

複数並べてメモ整理も出来ます。

長くなったので次回「紙でティッシュホルダーを作ってみた。」



壁に両面テープで貼ると壁紙がはがれたりティッシュが無くなっても交換出来ないので、壁に押

しピンだけで据え付ける用のフォルダーを頼まれもしないのに作ってみました。

見たまんまなので作り方を書かなくても分かるとは思いますが。

JUGEMテーマ：手作り／ハンドメイド雑貨
2009.07.25 Sat
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今日から３日まで宮城です。

　　

本日から３日まで、宮城の相方の所へ行ってきます。

Willer Explesというテレ東のWBSでも出たバス会社を利用しましたが、所沢から朝の新宿に出る
にはかなりの時間がかかるので乗り遅れてしまいました…orz

9時から13時の便に変更してかなりの差額が出るかな…と思ってたのですが。

本来のバス代2750円-キャンセル料1375円+新規バス代4700円
＝差額575円

何代と例えたらいいか良く分かりませんが、ラーメンに満たないカツ丼代くらい？

何千円も損失が出ると思ったので、昼代と思えば結構安くつきました。

なので、マックで朝昼食。

ハッシュドポテトとWillerで貰ったコーヒー無料券で計160円。
本来、無料券は関西方面のみなのですが、何か色々バタバタしてて貰ってしまいました。

ありがとうWiller Explesさん。

ところで、マックってあのポテトが無くなったんですか？

成田でもハッシュドポテトのみで今までのが見あたらなかったので。



ハッシュドポテトの方が好きだから良いのですが。

ちょっと前に「マックでDS」というのをやってみましたが、繋げませんでした。
（池袋サンシャイン）

なので、近くにあったトイザらスでパールダイヤでそれぞれ”マナフィー”を入手。

マックは所によりWi-Fi回線をキャッチするものの、エラーが出て繋げない状態、という話がよく
出ています。

”マックでDS”は”WiFiステーション”と内容は同じなので、ステーションの方が安定しているので、
そっちの方が現在は簡単かもしれません。

安定した無線LAN回線を見つける事が出来ないので、今回ノートPCは置いていってます。
スマートフォン+カードリーダーのみ。

フランスの空港でも結局WiFi回線繋げなかったので、コレでいいのかも。
現在は世界中にネットカフェがある状態なので、結局スマートフォンさえ持っていればいいのか

もしれません。

契約解除してもノートPCとして使えるし。
以前の携帯も全メールのコピーが出来ないので、回収に出してない状態です。

データコピーソフトが高いし汎用性が無いので。

ただ、電池がすぐに切れるので予備電池が欲しいです。

JUGEMテーマ：格安バス·激安夜行バス　オンライン予約
2009.07.29 Wed
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相方ん家。

←にあるプロフィールの似顔絵の左側に描いてある相方の家に来ています。

相方は無銘文庫で掲載しているオリジナル小説のキャラクターの名前を決めてくれたり、スト

ーリーの元のきっかけを考えてくれたりするなくてはならない愛方です。

女の子です。

あまり食事を作った事が無いみたいなので、今日は手料理を楽しんでもらおうと自分が夕食を作

りました。

「塩つけ麺とキャベツのサラダ」

インスタント麺を使った簡単メニュー。

手料理…とは呼べない代物、手抜き料理になってしまいました。

塩ラーメンのスープの元に茗荷と鶏肉とゆでたまごを入れてつけめんにしてみました。

サラダはただキャベツを切ったもの。

生トマトが嫌いだそうで、自分もキュウリが好きでは無いし。



生トマトが嫌いだそうで、自分もキュウリが好きでは無いし。

タコを買い忘れたのでカルパッチョにも出来ずというカンジ。

ゴマ油とレモン果汁と塩コショウで、保存しといて使えるようなドレッシングとか作ってみま

した。

でも、今は作ってたサラダが先にドレッシングをかけたばかりに半分量の浅漬け状態。

キャベツを切った残りのものもあるので足してもらおう…。

相方の家にＰＣが無いので、携帯から更新しています。

ウィルコムの電波あって良かった。

高速バスで仙台まで来たのですが、そこの乗り場の近くにウィルコムショップがあったので、プ

ランを変更しました。

今までは基本料金2900＋パケット定額3800＋通話料で合計約7千円弱ぐらいだったのですが今回
のは

基本料金込みのパケット定額3880円＋通話料で4千円ほどになるもの。
いつからあったんだ…(´・ω・｀)

しかも対応してくれたのが若い研修の子。

説明が分かりにくくて、携帯向けの新パケット定額と今回契約したスマートフォン向けの新パケ

ット定額の違いが分からなかった…。

「どうしてスマートフォン向けは千円高いの？」に対して「スマートフォン向けの方は基本料金

が込みなので千円プラスになっています」という事だけを言ってくれれば良かったのに…。

「当方ではこちらをお勧めしています」と「こちらパケット通信を使わない月は0円になっており
ます」という定型文のループ…。
”何故”に対して答えてくれればいいのに…。
研修生だから仕方ないのか…。

でも、無料で携帯の充電もしてもらいました。

電気屋に言ってもウィルコムのだけ充電ボックスが無いので。



以前は”ソニーは規格違いなので出来ません”という事もありました…。
別に誰も持ってない物をチョイスしているワケでは無いと思うのですが…。

もうすぐ相方が帰ってくる時間です。

麺を茹でてきます。

JUGEMテーマ：ウィルコム
2009.07.30 Thu

http://travel.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c251/6258/


古川祭り行ってきました。

宮城の古川という所でやっていたお祭りに相方と一緒に行ってきました。

七夕という事だそうであの七夕飾りが飾ってありましたが、大きいサイズで撮影してしまったの

で後日。

かなりフリーダムな祭りで、○学生のきわどい衣装のフリフリダンスや、はみ出し上等な褌御輿

など。

かなり露天が賑やかで、人もかなりごったがえしてました。

相方にかなりおごってもらいました、ありがとう(*´∀｀*)

この前日は花火大会。

帰ってくるのが遅めだったので、記事を投稿し忘れました。

相方が勤めてる所の招待席を用意してくれて、相方のおかげで綺麗な花火を眺める事が出来ま

した。

屋台ではお好み焼きが割り箸にクルクル巻かれてました、東北のみにあるらしいのですが、かな

り食べやすい。

フランクフルトお好み焼き版のようなカンジ。



こっちでもあればいいのに。

それらも相方におごってもらいました。

『こっちが誘ったから』との事らしいのですが、本当に相方、色々とおごってくれてありがとう

。

花火などのベストショットがあるので、明日の夜、家に帰ってＰＣ環境に戻ったら色々うｐした

いと思います。

小説も更新が止まってるので、色々とうｐしていきます。

相方に新キャラの名前も決めてもらったので。

JUGEMテーマ：祭
2009.08.04 Tue

http://travel.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c274/6140/


ウェブリングを開設してみました。

お久しぶりです。

長いこと閉鎖していた「webring」が昨年末辺りから再開していたらしいので何個か参加申請を出
してみたのですが、管理人さん失踪なのかいつまっで経っても承認されないので自分でリング

を作ってみました。

「サウンドノベル☆ウェブリング」

メインページへ。

タグで記入したら表示されなかったので、画像にリンクはってます。

↓リンクの一覧はこちら。

[次へ]
[ランダム]
[前へ]
[一覧]　
[登録]

この画像にある絵はたまに変わったりするかもしれません。

作成、配布、講座、紹介など

サウンドノベルに関するサイトであればリンク可能。

バナーのデザイン的には”吉里吉里”っぽいですが、どのサウンドノベルソフトで作成されたもの

http://www.webring.ne.jp/
http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/wr/webring.html
http://www.webring.ne.jp/ring/soundnovel/list
http://www.webring.ne.jp/ring/soundnovel/1/prev
http://www.webring.ne.jp/ring/soundnovel/1/random
http://www.webring.ne.jp/ring/soundnovel/1/next
http://www.webring.ne.jp/ring/soundnovel/list
http://www.webring.ne.jp/ring/soundnovel/1/join


であっても参加受け付けてます。

何かサウンドノベル関連のサイトの一覧が出来ればいいなと思って作ってみただけです。

JUGEMテーマ：リンク集
2009.08.12 Wed

http://jugem.jp/theme/c275/6720/


猫がセミを。

さっき蝉の鳴き声がやたらと聞こえてたんでベランダを見てみたら、猫が蝉を弄んでました。

飛んで逃げればいいのに何だか飛べないようです、哀れ。

今でもビリビリと蝉の断末魔が聞こえます。

さっきは脇の下に挟んで弄んでました。

ちょっと今、見てみたら甘噛みしてました。

それを部屋の前でやっているので窓が開けられません。

暑い…。

2009.08.14 Fri



ドイツとプロイセン。

久しぶりの投稿です。

明日からまたウィラーのバスで仙台の相方の家に行ってきます。

その相方の親戚の子からのリクエストで「ドイツとプロイセン」という事で描いてみました。

色が入ったら、この記事にでも上げておきます。

最近はもっぱら「無銘文庫」の方を書いていたので、ブログの方は書いてませんでした。

新キャラも増えました。

特に、ふとましいプニ子の「千歳梅子」ちゃんがお気に入りです。

「はるかとかなた。」の手作りケーキ。

にはるかのプニ子好きな台詞が最初から書いてあったのです、なんとなく。

梅子ちゃんの絵はまだ相方にしか見せてません。

http://mumei.org/public/
http://mumei.org/public/w24712.htm


いつも使ってたスキャナが、夏に出た黒い油虫のせいで部屋にバルサン焚いたら使えなくなって

しまいました。

PCは避難させてましたが、スキャナばかりはついうっかり。
一緒に置いていたイイヤマモニターは無事でした。

JUGEMテーマ：ヘタリア
2009.09.06 Sun

http://jugem.jp/theme/c189/5367/


現在宮城に滞在中。

現在相方の家に来ています。

そこはネット接続してないのですが、ご近所さんがネットやってるらしくてちょっと回線をお借

りしてます。

今日は「薬來山（やくらいざん）」という所にドライブしに行きました。

道の駅のような所にあった直売所の野菜が安かったのですが、相方いわく”普段より高値”らしい。
やっぱりどこも不作なんですね。

途中で「餅処」と書かれた場所があったので、そこで「あんこ餅」を食べました。

ちょっとそこの照明が白色蛍光灯だったのに何故か肌が緑色に見える照明で、写真が全体的に緑

色になってしまっています。

かなり甘めのあんこ餅。

甘いのが苦手でしたが、口直しに醤油のちょっとかかった大根おろしが付いていたので

アマー　ウマー　で食べれました。

緩急は大切。



そこにあった自殺の名所の滝。

とても綺麗な滝です。

ちょっと急角度なウォータースライダーのように見えました。

この下がかなり深くて、その中で洗濯機のようになるそうです。

自分たちが観光していた時、同時にレンジャー隊員さんが数名研修（？）に来ていました。

もうちょっと上流。

この近くにお社があって、その中に何故か熊本の西郷隆盛ドンの像がありました。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090908_554434.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090908_554435.jpg


東北と何の関係があるのか、中を見てもよく分かりませんでした。

他に、山に突然イングリッシュガーデンのチャペルが。

追記※薬來山の「やくらいガーデン」と言うそうです。

入場料がかかるので手前まで。

売店をウロウロしていたら、相方に陶器のスプーンをプレゼントして貰いました。

前のはうっかり折ってしまったので、ありがとう。

お粥用のれんげが大きいので使っていたやつだったんで、助かったよ。

JUGEMテーマ：宮城のうまいもの
2009.09.08 Tue

http://yakurai-garden.com/
http://travel.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c200/6762/


みっくみくになりましたか？

相方の家で描いてたみっくみく。

相方も自分もミク好きなので。

みっくみっくにされた人達へ。

　

JUGEMテーマ：ニコ☆VOCALOID
2009.09.11 Fri

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090911_555156.jpg
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c95/3490/


ぺヤングカップ麺。

知らない地方には知らない味もあるようで。

ペヤングのカップ麺がありました。

関東というかよく知られていて志の輔師匠と山田くんのCMでもお馴染みな”やきそば”の方では
無く、ラーメンのカップ麺がありました。

相方いわく「こっちでは普通」らしい。

なので食べてみました。



中身はシンプル。

揚げ麺にかやくに顆粒状のスープの元。

こちらやきそばと同じスパイスが入っていました。

３分後。

というか４分ぐらい経ってました。

食べてみた感想は、チキンラーメンよりは辛くない（味が濃くない？）

ポケモンカップヌードルのようでした。

やきそばのように辛めかと思っていたので、何だかちょっと拍子抜けでした。

JUGEMテーマ：宮城のうまいもの
2009.09.21 Mon

http://gourmet.blogmura.com/ramen/
http://jugem.jp/theme/c200/6762/


梅子ちゃん。

「はるかとかなた」に梅子ちゃんが登場してから画像をアップしてませんでした。

上の画像は

はるかは”プニ好き”なので梅子をプニプニしている画。

梅子ちゃんはプニでいわゆる”ふとましい”子、というイメージです。

歩くと”プニプニ”音がしそうなカンジ。

フルネームは「千歳梅子」←今回も相方が名前を決めてくれました。

はるかと体重が一緒→「初めてのデート。」参照。

身長は145cm台。
年齢は同級生にするか、はるかよりも上の学年にするか思案中。

全員（はるかな武梅子）でドイツに行く話も現在執筆中です。

相方には見せている、かな。

あれで読めたのかどうか分からないけど。

http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/w56655.htm
http://mumei.org/public/w62170.htm


「武とかなた。」５位

「はるかとかなた。」８位

「克哉とあきら。」２位

龍侍と雛子。「武とかなた。」番外１００位

さくらとマックス。［克哉とあきら］番外３３位

千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外９３位

書き手ランク　１位　(09年９月２１日現在)

画像あります。for 携帯版
FC2小説【小説一覧】
[小説] ブログ村キーワード

JUGEMテーマ：自作小説
2009.09.21 Mon

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html
http://novel.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c231/4192/


アジア系。

「克哉とあきら。」に出てきた”林智明”ことリン・ヂーメイことジェイミー・リン

アキラに友人が居ればと思って登場させました。

でも日本人ではなく台湾人。

海外に行くと日本以外の東アジアの人たちの多さに驚きます。

今回行ってみたフランスもそうですが、妹が行っているニューヨークにも韓国人がかなり多いそ

うです。

パリのジャパンエキスポでも一般出展していたアジア系は現地に留学しているらしき韓国人学生

っぽい人が多いように思いました。

（もちろん日本人も居ましたが）

http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/w62659.htm


見ただけで国籍が分かるのか？

と言われるかと思いますが、言葉や、あと着ている服でなんとなく国籍が分かります。

その法則を発見して、試しに空港なんかで服装を見て”○○人かな？”と予想してみましたら、パ
スポートを出す段になって手元のパスポートを見たら合っていたり。

発見した服に関する法則とは。

なんとなく中国の人の着ている服は、下ろしたての”しまむら”のようなカンジ。
服も靴もノーブランドで真新しいカンジが多かったです。

体型はとてもスリムで細長い（男女とも）

女性に至ってはスリム過ぎてほとんど胸が無い、ような印象。

現地に慣れているような女性だと露出の高い服を着ていている人が多い。

目の前にチューブトップのワンピースを着た中国人女性が居て

”何かの拍子にスカートが引っかかったらスポンと抜けてしまうじゃないか…ι”
と勝手に考え、勝手にヒヤヒヤしてました。

（それは空港で見た人だったので、手元には中国のパスポート持ってました。）

韓国の人はなんとなく”池袋系”
池袋の駅からサンシャインに行く途中にある洋服を売ってあるお店にあるような服、もしくはそ

の途中で見る人達と服装が似ているように思いました。

角ばっているので分かりやすいのですが、若い学生さんはだいたい韓国系っぽいです。

（喋っているフランス語がなんとなく韓国語っぽい発音とか）

あと韓国人男性×フランス人女性というカップルも多かったです。

フランス人男性はどれにもまんべんなく手を出している様子でした。



ちなみに日本人は。

着慣れた服を崩して着ている。

どこかにブランド品っぽいものを持っている（LV、D&GとかSHARPなど）
背が低い。

幼児体型、もしくは子供っぽい（動きが）←女性に関しては

小太り気味で丸みを帯びている。

他アジアに比べて胸が大きめ。←コレについては多分日本下着の技術革新があるのでしょう。

集団行動（だいたい二人か三人ぐらい（ツアー除く））

他のアジア人と比べたら年齢は少し高めな人たちが多いように思います。

日本の若い人を海外ではあまり見かけませんでした。（ジャパンエキスポ関連除く）

話は戻りますが。

ジェイミーを台湾人にしたのは。

友人に台湾人の方が居るので性格はだいたいこんなカンジかなというのは想像しやすかったので

。

情に熱い、はっきり物事を言う、親族を大切にして繋がりも強い、何事にも素直で感情表現が

明確、細身の美人。

↑コレはあくまでも自分が感じたものです。

感じ方はいろいろあると思いますが、台湾の方は感情表現が豊かだなと思います。

逆にこっちは感情をあまり表に出さないので、意思が伝わらなかったりする事もありました。

でもそんなに表情って変わるものでもないし。

どうしたらいいんだか。

http://mumei.org/public/t1754.htm


「武とかなた。」１２位

「はるかとかなた。」７位

「克哉とあきら。」２位

龍侍と雛子。「武とかなた。」番外７２位

さくらとマックス。［克哉とあきら］番外３８位

千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外８２位

書き手ランク　　内藤侑子　２位　(09年９月２３日現在)

画像あります。for 携帯版
FC2小説【小説一覧】
[小説] ブログ村キーワード

JUGEMテーマ：自作小説
2009.09.23 Wed

http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm
http://mumei.org/public/a1336.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html
http://novel.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c231/4192/


宮城の思い出。

こちらは宮城の古川の周辺にある銀行の前の銅像。

他にも何種類かあるそうです。

相方の住む宮城に行っていた時の画像が結構あったので、その中で何枚か。

宮島水族館

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090926_559444.jpg


安芸の宮島の近くに水族館があったので行ってみた所、入って早々ペンギンがハイテンションで

した。

ご飯の時間が近かったようです。

ナマズの正面。

魚の正面の顔は好きな人には可愛らしいと言いますが。

さかな君も魚の正面の顔をよく描いているような気がします。

魚の正面。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090926_559445.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090926_559441.jpg


魚にも歯はありますが、この子は逞しい歯をしていました。

何の魚かは分かりませんが。

立つワニ。

ワイドショーの人が騒がしくワニが立ったとレポートしていましたが、そのワニとは違う所のワ

ニです。

たまにはワニも立ちます。

人の命令に逆らうのが一番賢いアシカ、のショーを見てから宮島にあるオルゴール館に行って”世
界一大きいオルゴール”というのを見てきました。

世界一大きいオルゴール。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090926_559446.jpg


オルゴールというよりはパイプオルガン。

紙の”Book”と言われる穴の開いた楽譜で音を鳴らすからオルゴールという事らしい。
音楽というより大きくて音の衝撃波が凄かったです。

サグラダファミリアは世界一巨大なパイプオルガンなんだそうで、あんな建物鳴らしたら周辺の

建物が破壊されそうな気がします。

さすがスペイン。

このオルゴールはベルギー製だそうです。

宮城は伊達政宗が農地を開拓していったおかげで米どころになったそうな。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090926_559447.jpg


伊達suicaくん。

戦国BASARAの影響で（？）宮城を訪れる若い女性の方が増えているんだそうで。
お土産物屋でも戦国BASARAスペースがありました。

file:///tmp/puboo/56398/196691/01a5edf166ba01c68dc9/19945/epub/OEBPS/image/26C7E028-F56C-11E1-B1B7-DC48058D85C2_l.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090926_559443.jpg


米袋にBASARAの伊達政宗が描かれたものまでありました。
”世界に３台しかない”と書かれたBASARA千社札をプリントできる機械までありました。

千社札ですから日本にしかありません。

後日、花火大会にまで連れてってもらいました。

相方の勤めている病院が協賛でかなり出していたようで、真正面と言っていい程の所に席が用意

してあってそこに座ったのですが…。
その後に病院の院長さん御一行が来て、その隣に座る事になってしまいました。

相方とワサワサしてたら”いいよいいよ…”と言って隣で花火を鑑賞させて頂きました。
おかげで綺麗な花火を鑑賞させてもらいました。

その後、パラパラと微妙な小雨が降ってきて…こっちは折りたたみの傘を持っていたのですが、
一同傘を持っていなかったらしく、院長の頭がいっそう輝いていました。

院長が協賛した花火です。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090926_559448.jpg


いちばん華やかでした、ありがとうございました。

JUGEMテーマ：宮城県の何でも情報
2009.09.26 Sat

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20090926_559461.jpg
http://jugem.jp/theme/c46/6551/


おかっぱ。

アンシャントマンさんからのイラスト制作の依頼で葬儀屋さんのおかっぱのキャラのイラストを

描きました。

とりあえずサンプルという事だそうなのですが、採用される見込みも無いんで公開。

まず初めに「おかっぱ・着物」というキーワードのみで作成したもの。

ミニスカ着物。

帯がリボンのよう。

後々「葬儀屋」という事を思い出して、ほぼ１日ぐらいで下記のイラストを作成。

線画がこちら。

http://www.enchantement.jp/
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20091004_562253.jpg


木に印刷するというという事なので、背景を茶色にしてサンプルで出してみました。

同じくそこに登録している皆さんの方が、綺麗なイラストを描いていらっしゃるのでコレはボツ

っぽい。

相方にもちょっと送りましたが、ブログの方にも掲載してみました。

JUGEMテーマ：お仕事のイラストレーション＆デザイン
2009.10.04 Sun

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20091004_562254.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20091004_562255.jpg
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c88/4691/


海外からのお客様。

このJUGEMには「アクセスログ」を検索出来る機能がありまして、そこでどこのURLからウチの
サイトに来ているかを見る事が出来ます。

その中に　http://tw.image.search.yahoo.com/images/
つまり台湾からの検索が結構来てました。

アニメかなんかの画像検索で来たのだろうかと思って、URLをデコードしてみました。

【URLエンコード・デコードフォーム】

「%E6%9C%88%E9%A4%85」→「月餅」

月餅！？

何で台湾さん月餅でウチに来てるんですか？

他にも台湾さんからの画像検索がありましたが、それも月餅のイメージ検索。

なので、台湾のYahoo!に行って「月餅」で検索してみたら…。

自分の画像が１７番目（2009年10月30日現在）に来ていました。

山崎パンの「特選月餅」¥１０５です。

記事はこちら[月餅うめぇ。2008/09/19投稿]

http://www.tagindex.com/tool/url.html
http://tw.image.search.yahoo.com/images
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=310


記事はこちら[月餅うめぇ。2008/09/19投稿]

この月餅の餡子にはプルーンが入っていて、皮も厚すぎず薄すぎず…
とってもおいしかったです。（堀くん風）

変な所で検索トップになってる画像があるんですね。

しかも当ブログの”リンク元URL画像検索”の中のトップです。

次がコレ。

「ヘタリア　フランス」画像検索１位。
その昔「ヘタリア」検索でココが原作者サイトを抜いていた事は秘密。

以前はこの「撲殺天使」だったのに。

画像検索して、コレを無断転載しているサイトさんを発見してみたり。

色々なサイトから画像を持ってきている１●歳の中学生さんのようでした。

その昔「私達は絵が描けないのだから、良いサイトから持ってくるのは当然である」と主張して

いた無断転載オンパレードなロシアのサイトを思い出しました。

他にも、ウチのサイトからテキストなどを持って行ってブログや広告サイトを運営している方も



結構いますし。

指摘はしませんが、チェックはしてます。

主婦ブログに多い、ような印象。

　

JUGEMテーマ：検索エンジン
2009.10.30 Fri

http://overseas.blogmura.com/taiwan/
http://internet.blogmura.com/netservice/
http://jugem.jp/theme/c91/917/


新ソフト続々でシムピープルは…。

最近は新しいOSも出て、過去のソフトがそれに対応出来なかったりしてどんどん消えていってい
るようです。

シム１も同じく、前回のVistaでは本体周辺ソフトも散々な目に合ったゲームでもあります。

今回のwindows7でもVistaと同じく「UACをオフ」にすると使用出来るようです。
ただし、インストールする前から切っておかないと誤作動するとか。

あと「UACが完全に無効にできない」という話もありますが、一応シム１は動いていたようです
。

【シムパーソンデータクラブ｜ｐｃのアップグレードでの心配】

こちらの管理人ぺぷちさんが回答なさっています。

ＸＰ仕様のソフトを起動させるウィンドウ内にて起動させるようです。

XPモードの解説
【itmedia.co.jp｜Windows 7のXPモードはなぜすごいのか】

起動が早いと言われていましたが、こちらの検証ではXPの方が早い模様。
【日経トレンディネット｜Windows 7は古いPCでも動く？ RC版を7台に入れて検証】
結果：Vistaユーザーはアップグレードがお薦め、XPユーザーはパソコン次第

…疑問なのですが。
だったらXPを使う方がいいのでは？

一応、７のいいとこ。

microsoft-　Windows XP および Windows Vista との違い

早く動作させる為にAeroプレビュー(ファイルのつるんとした枠表示)は切る事必須ですし、デス
クトップにショートカットをあまり入れなければ起動はもちろん早くなる。

と良い所を見たつもりがXPの輝きが増す事態に。

http://bb2.atbb.jp/pepti/viewtopic.php?t=306
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0906/15/news006.html
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20090622/1027241/
http://www.microsoftstore.jp/Form/Win7/compare_xp_vista.aspx


良い所…と探してみた所、こんな子を発見。
「窓辺ななみ」　ちゃん

秋葉原では終電の時間をお知らせしていたようです。

…とりあえず今は様子を見る事にします。
お金も無いし。

※後日追記※

「DirextXが動作しません」という記述がありました。
【教えて！watch｜Windows7 XP モードについて】
こちらのmachida777さんが参考。

シムの推奨動作環境は以下の通り。

「マジカルドリーム」Windows版
ＯＳ：windows XP/Me/2000/98
ＣＰＵ：Pentium? 800Mhz以上
メモリ：128MB以上
HD空き容量：1.3GB以上
サウンド：DirectX7.0以上互換サウンドカード
グラフィック：ビデオRAM 4MB以上
CD-ROM：24倍速以上
DirectX：DirectX7.0以上
入力装置：マウス　キーボード

ほとんんどのゲームが「Windows7 XPモード」では動かないという話を聞きます。
結構有名なゲームもプレイ出来なかったそうです。

シムもプレイ出来るといってもVistaと同じようになるっぽいですね。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20091025_568698.jpg
http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa5276413.html


▼シムピープル 完全版 3▼
シム本体からマジカルまでの全てが入ったものです。

現在在庫は無く、入荷予定も立っていないという状況のようです。

価格の推移を見てみると

¥4,440
¥4,571
¥5,152
¥5,382
と、だんだんと上がって行き、最後の方には¥ 6,279になっていました。

マジカルの裏にはシム２の広告が入ってましたし。

将来的にはsims1は幻のソフトになっていくのでしょうか…。

▼はじめてのシムピープル▼

シム本体と「ハッピー(LL)」「パーティー(HP)」「ラブラブ(HD)」のセット
現在入手出来るシムセットの中でほぼ一番安価。

▼シムピープル 完全版▼
シム本体と上に同じく「ハッピー(LL)」「パーティー(HP)」「ラブラブ(HD)」のセット

はじめての〜と内容は同じ。

上の”はじめて”と”完全版”ドコが違うのかというと。



・「はじめての」

対応OS: Windows98/Me/2000/Xp
CPU: Pentium II 400MHz以上
メモリ: 128MB以上
HDD: 1.5GB以上の空き容量

・「完全版」

対応OS: Windows95/98/Me/Xp Home/Xp Professional
CPU: Pentium II 300以上
メモリ: 64MB以上
HDD: 1GB超以上の空き容量

この辺の仕様が違うようです。

ウチは

「完全版」＋「ペトガ(UL)」＋「マジカル(MM)」
で、バケーションを入れるかどうか迷っている最中です。

という事で一応スタパラ以外は揃っている状況。

他のソフトも相次いで値上げしている模様。

マジカルの¥ 15,645って…。

現在、マジカルはヤフオクで安く出品されているようです。

　

JUGEMテーマ：シムピープル

>>ちまきさん

>XPでもPCのスペックが高すぎると正常に動作しないようです

そちらの書き込みに（Core 2 Duo）で動かなかったとあって、現在使っているDELLPCもニヤニ
ヤ店員に「Core 2 Duoにしないんですか？今のPCはそれが普通ですよ(ニヤニヤ)」と言われてそ
のニヤニヤにイライラして、断ったのですが。

断って正解だったようです。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000677Z1/nightow-yukiko-22/ref=nosim/
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00006RD9E/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000CNXXM/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000677Z9/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000094TA1/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w44397806
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


Vistaを発売してからXPがバカ売れしだしたとありますし。

今の潮流は「シムピ」に限らず　”新作を出すと過去のものが売れ出す”　というのがあるそうです
。

昔、伊集院がラジオで、牛乳プリンなどの定番商品が”おいしくしてみました”とマイナーチェンジ
した事に「余計な事をするな！」と怒っていた事を思い出しました。

2009.10.24 Sat



旅行必須アイテム。

今回も前回も旅行に行って　持って行けばor持って行って良かった　アイテムをちょっと書いてみ
ました。

ほとんどが100円均一のものです。

▼吸水するタオル

吸水スポンジダスター？

妙な明るさで商品を紹介する

ドイツ人が見られる

深夜通販で有名なシャムワウ

色々な種類のものを複数枚持って行きます。

髪や洗濯物をコレで絞ると早く乾かせたり、浴槽の周りに置いて足拭きマットとしても使えます

。

足拭きマットとして使用したものは現地で捨てる事も出来ます。

▼洗濯物干し

洗濯をする場合は必須。

濡れタオルを吊るして部屋の乾燥を防ぐという使い方もあります。

（ヨーロッパ圏だと乾燥しているので）

▼紙コップ



必須アイテムの中では一番かもしれません。

水を飲む用途だけではなく、洗面所の歯磨き用のコップや小物入れなどに重宝します。

余れば現地に捨てていってもいいので。

あと、あったら重宝するけど無くてもそこまで困らないアイテム。

▼S字フック

海外で売っている工業製品は高いので。

日本では捨てるように売ってあるペンがかなり高いです。

ちょっとしたペン（メモに挟める程度とか）だけでも持っていった方が良さそう。

▼ハンガー

トランクの中に仕舞いっ放しではシワになるので。

でもホテルのクローゼットに数セットは入ってる事はあるので、ホテルに泊まるような人は持っ

て行かなくても大丈夫です。



あと、海外は水道管事情が非常に悪いです。

設備がかなり古いので、髪の毛程度ですぐ詰まるそうです。

▼なので排水溝の目詰まりをガードするもの。

それごと捨てられるシート状のものがあれば重宝します。

配水管の髪を溶かすジェル状の洗剤を空港で液体として没収されてた人がいましたが、アレは海

外事情を知ってる人だったんですね。

（手荷物ではなくトランクに入れれば持って行けたかもしれません）

そして、海外旅行で一番重要かもしれないもの。

▼ダニスプレー

ダニに限らず虫よけの為のスプレーなどは必須かもしれません。

黒いあいつは海外で見た事はありませんが、うっかり飛び込んでくる虫とか回避に。

妹も後から虫除けを送ってもらってました。

▼圧縮袋は必須

大きいものよりも、小さい圧縮袋に小分けにする方が効率がいいです。

ひとつだけ取り出す場合でも、いちいち大掛かりに圧縮しなくていいので。

上の写真のような”閉じた後に反対側から空気が抜けていくもの”の方が使いやすいです。



あと、アイテムというものではないのですが。

空港でチェックを受ける際、あまり現地の言葉を話さない方がスムーズに入国出来るようです。

空港で自分よりちょっと上くらいか同じぐらいの女性が微妙な現地語でゴネて引っかかってるの

をよく見る事があります。

なので、入国審査の時はそういう年齢の女性がいなそうな列に行くと、早く入国出来る。

ような気がしました。

自分は見た目がアホっぽいので、前日にテロがあったイギリスの空港なのにほぼノーチェックで

行けました。

空港ではバカになれ。

　

JUGEMテーマ：とらべるグッズ♪
2009.10.21 Wed

http://travel.blogmura.com/kaigai/
http://travel.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c147/5631/


メタセコの使い方（シムピ1の頭改造用）

前記事【メタセコで改造。】でも書きましたが、メタセコの簡単な使い方をちょっとだけ解説。

今回はシムピ用の頭スキンを改造します。

プロ並みの使い方は本でも買って勉強して下さい。

SKNファイルをメタセコで開けるmqoファイルに変換したら、メタセコで開きます。

そのファイルを開くとかなり上の方に表示されていて、作業がしづらいので思い切って真ん中に

移動させます。

後で位置を元に戻せばいいので、思い切り動かして大丈夫です。

▼位置あわせ

※画像クリックで拡大

・「編集」＞「全て選択」で画像を全部選択の状態にする。（青い表示になる）

・その状態で「コマンド」＞「移動Ｖ」で移動させる。

▼コレで作業がしやすくなったと思います。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=543
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4774122505/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20091020_567414.jpg


コレでマウスのホイールで拡大したり、右クリックしながら視点を回して行ったりして作業して

いきます。

線と面と点で作業するようです。

自分の好みに合わせて形を変えていきます。

この辺は楽しみながら作ってみて下さい。

形が出来たら、それを最初に言っていたように元の位置に戻します。

この時点では『このくらいでいいかな…』程度で大丈夫です。



下の画像のように位置を確認していきます。

▼前後左右から真ん中にくるように位置確認

数値で視点を合わせて位置確認。



位置が整ったらmqo形式でファイルを保存、それをsknファイルに変換して完成です。

▼simviewで確認。

コレは『このくらいの位置でいいかな…』ぐらいで保存してmqo→skn変換しながら位置を見てい
きます。

余談ですが、以前「ちょっと隙間が…」と書きましたが、角度を変えて確認するとやっぱり隙間
がありました。

それを訂正したら隙間が消えました。



まだ若干隙間はあるみたいですが、そんなに目立たないくらいに。

「視点をグルグル回しながら確認」は必須のようです。

　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.10.20 Tue

http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


りらっくま。

リラックマがけしからんお尻をしていたので。

脈略も無く、ですが。

人形のくせにお尻がムチムチしていたので。

相方がＵＦＯキャッチャーなどでけっこう捕ったらしいので貰いました。

こんなにヌイグルミ持ったこと無いので、猫もハイテンションでした。

JUGEMテーマ：リラックマ
2009.10.20 Tue

http://jugem.jp/theme/c199/1612/


メタセコで改造。

くるみちゃんのような「金髪碧眼のクリクリ短髪」がなかなか見つからなかったので、自分で改

造してみる事にしました。

イメージはこんなカンジ。

シムの子供はだいたい１２歳児なので、ちょっと成長したくるみ。

こんなカンジ。

原型はこちらの　オリジナル男児　Cz4oMC　を使用させて頂きました。

松虫

http://red.ribbon.to/~machumushi/


でもちょっと隙間が…。

メタセコ画面内では拡大して見ても隙間は無いのですが…。

不明＋ゲーム中そんなに目立たないので放置です。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.10.18 Sun

http://game.blogmura.com/pcgame/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


ボスの日。

今日はボスの日。

【ボスの日｜１０月１６日】

普段からお世話になっている上司に「ありがとう」を伝える日。

だそうです。

画像は史上最萌のボス。

　

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2009.10.16 Fri

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=6669290
http://www.midori-japan.co.jp/letter/season/boss/
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


ミシュランガイドは。

コレは　欧米人が行きたいその国のレストランガイド　です。

だから大阪の粉モノ文化が反映されていないのも当然。

大阪で唯一の三ツ星は新参フレンチレストランらしいですし。

俺の味はおれのもの、お前の味も俺のもの。

フレンチジャイアニズム。

大阪のデカイたこ焼き最高。

JUGEMテーマ：AFPBB - ニュースセレクト
2009.10.16 Fri

http://jugem.jp/theme/c7/360/


ｵﾘｼﾞﾅﾙ小説のやつの部屋の間取りとか。

自作で書いている小説に出てくるキャラの住んでいる部屋なんかの間取りを掲載してみました。

【FC2携帯サイト｜●間取り設定画】

文章に書いているだけですが、玄関を入ってどっち側に何がある、とか間取り図があった方が確

認しやすいので。

・旧　男子寮

はるかとかなたが居る方の寮。

古いので風呂トイレ別。

左がはるかのベッドで右がかなたの。

ほぼ左で一緒に寝ていて、かなたのベッドにはぬいぐるみが寝てる。

ドア横には申し訳程度の洗面所がある。

・新　男子寮

http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/?pnum=25_594


武が居る方の寮。

自主自立学ぼうというコンセプトで新しく建てられた寮。

という事でシャワーもキッチンも完備されている。

1DK 

・アキラの家



アキラが一人暮らしをしていた部屋。

2DK
長いベランダがあってガーデニングをしている。

真ん中に吹き抜けがある構造のマンションをよく見るので、それを参考に。

押入れ部屋は畳。

狭いとか書いてて意外と広いような。

海外の人から見ると狭いという微妙な広さ。 

・克哉の家

ドイツのお城みたいなアパルトメント。

ヨーロッパの古い建物は全部お城のように見える。

２か３階辺り。

玄関は二重構造になっています。

右下の部屋がくるみの子供部屋。

その上側にあるのがバスルーム。



ほぼ真ん中にあるのがベッドルーム。

ベッドはキングかクイーンサイズ。

横幅の差はあっても24cm程度なんですね。

その下側にあるのが倉庫にしていたアキラの部屋。

あまり使われていない階段に続く、いわゆる使用人の部屋みたいなもの。

上下関係がはっきりしている国ではたまにある部屋。 

・克哉の家　リビング

玄関入ってもうひとつ扉を開けると出てくる部屋。

手前のソファーにくるみが座っていた。 

・克哉の家　くるみの部屋

くるみの子供部屋。

宇宙の壁紙に部屋の真ん中にブランコ。



おもちゃだらけの夢のような部屋です。

真ん中に人間の縮尺も追加してます。

下の壁の白くなっている部分ぐらいが、くるみの身長というカンジ。

・さくらの家

４兄弟の母、さくらの部屋。

典型的な日本の貧乏アパート。

ココでマックスと暮らすようになって、赤ん坊の頃の克哉もココに若干居た。

1K
左側は畳の部屋に無理やりベッドを入れた。 

・ジェイミーの家



ドイツに留学していて、ルームシェアで部屋を借りている。

家族の部屋タイプなのでちゃんとしたリビングとキッチンがある。

3DK
ジェイミーだけアジアンなので、部屋で靴を脱ぐ為にジェイミー専用靴箱がある。

そしてその部屋にだけバスルームに続くドアがある。

「武とかなた。」９位

「はるかとかなた。」１７位

「克哉とあきら。」２位

龍侍と雛子。「武とかなた。」番外--位
さくらとマックス。［克哉とあきら］番外６９位

千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外８６位

書き手ランク　　内藤侑子　３位　(09年１０月１５日現在)

画像あります。for 携帯版
FC2小説【小説一覧】

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm
http://mumei.org/public/a1336.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html


[小説] ブログ村キーワード

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
2009.10.15 Thu

http://novel.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


ドーナツを作ってみた。

ホットケーキミックスの袋をなにげなく見てみたら「ドーナツ」が作れるというので作ってみま

した。

見た目は失敗っぽいのですが、サクサクしてて美味しかったです。

なんとなく沖縄の”サータアンダギー”のような。

でも正しいドーナツを作りたい…。

なので後日、ネットで作り方を勉強して再挑戦してみました。

成功。



手にサラダ油を塗って丸く成型してから揚げると、ちゃんとした丸い形になるんだそうです。

前回はただベトベトなまま揚げていたので、形もバラバラでした。

しかし、前回よりあまり美味しくない…。

多分、前回よりも”サクサク感”が無い。

家族も前の方が美味しかったと言ってました。

チュロス状に搾り出した方が、サクサクしていいのかなと思いました。

それだと、もうちょっと生地を緩くした方が出来そうです。

　 　 　

JUGEMテーマ：手作りお菓子
2009.10.14 Wed

http://sweets.blogmura.com/tedukuriokashi_recipe/
http://sweets.blogmura.com/tedukuriokashi/
http://sweets.blogmura.com/tedukurioyatsu/
http://food.blogmura.com/pan_age/
http://jugem.jp/theme/c209/967/


クロネコメール便のあの黄色い定規。

通販に便利な【クロネコヤマトのメール便】ですが。

Ａ４とＢ４サイズは測れるのですが、厚み１とか２ｃｍを測るのが難しい。

厚さを普通の定規で計測して梱包していっても、コンビニにあるあの定規で測ると数ミリ違って

つき返されたり、送料が上がったり。

横は定規で測れても、真ん中の方までは測れなかったりしていました。

そこであの「メール便定規」を自作しようかと思って検索してみたら、あの定規自体がもらえる

という記述を見つけました。

どうやらご意見・ご要望のフォームに申告すれば無料で貰えるとの事。

↓こちらに、その定規が欲しいという旨を書いて送信してみました。

クロネコヤマト | ご質問・ご意見・ご要望|

そして２〜３日ぐらい経った頃にクロネコさんがポストにそっと投函してくれていました。

このスケールですが

http://www.kuronekoyamato.co.jp/mail/mail.html
https://www3.kuronekoyamato.co.jp/query/


正確には内径（？）　１ｃｍは　１．１ｃｍ　　２ｃｍは　２．１５ｃｍ

ぐらいでした。

メール便が始まった当初は、８０円程度が数個なのにわざわざ家まで取りに来てくれたりして。

メール便にはけっこうお世話になってます。

JUGEMテーマ：通販
2009.10.13 Tue

http://ec.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c258/2859/


マルコ３歳

このブログの始まり「ねこがきた。」からもうすぐ３年。

その頃は生後２ヶ月っぽい大きさで来たので、１０月下旬をぼんやりと誕生日と設定してます。

でも正しくは10月中旬のような気もする。

３歳とは思えないはしゃぎっぷり。

コレで毎朝（４〜５時）に起こしてきます。

今もぐねぐねして仮想敵と戦ってます。

家で飼っているので他のネコとの接点が無い為、成長していないような気がします。

最近は室内のみで飼っている犬猫も多いので、いつまでも成長しない子供っぽい子は多いのかも

しれません。

ウチもそんなネコのウチの一匹。

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


この写真は生後４ヶ月の頃。

一ヶ月でこのくらい成長。

顔のみなのでよく分かりませんが、この間に３６５ｇ成長(1700g→2065g)
ウチに来た時は１ｋｇにも満たない885gの手乗り子猫でした。

肉球in肉球



ゲーセンで貰ったとき、自分の指３本分しか入らなかったのですがネコにぴったりくるサイズだ

ったようです。

天気のいい日はぬいぐるみ集団と一緒に寝ています。

何かのCMのよう。



ココに来た子猫の時、長老が遊びに来てくれました。

ベッドを襲撃される。

体重が３倍の長老に襲撃され、ビビって別の部屋に逃げていきました。



ヘイスケが別の日に来てくれた時は、姿を見ただけでビビっておもらしして逃げて行きました。

三毛猫のミッケちゃんにも建物越しに威嚇されてガチガチになってましたし。

外ネコ交流は当分出来そうにありません。

ウチに来てくれていた長老ヘイスケも今年の９月、天国へ。

平成元年生まれで「平助」

逆さにすると助平。

太ってはいたものの、美形ネコでした。

私が中高生の頃にウチに来て、ベッドに潜り込んできたり風呂をじっと覗いていたりしていま

した。

抱っこをするとずっとおっぱいを揉んできた頃が懐かしく思い出されます。

　

JUGEMテーマ：にゃんこ
2009.10.30 Fri

http://cat.blogmura.com/
http://cat.blogmura.com/kijitora/
http://jugem.jp/theme/c154/1224/


外国人さんからの日本についての質問。

妹が現在ニューヨークに居るのですが、そこで日本についての質問をされて何個か答えられなか

ったとのメールがありました。

それに答えてみました。

Q1.何で日本語は何種類もあるの？
Q2.何で日本の女の子は内股なの？
Q3.何で日本人は肌を露出させないの？

Ｑ１．何で日本語は何種類もあるの？

Why are there several types of Japanese?

漢字　ひらがな　カタカナ　　とかの事らしい。

Ａ．漢字は文字の無かった時代、中国から持ってきたもの。

Kanji was brought from China.
(漢字は中国からもたらされたもの)

それを女性が使う文字として日本オリジナルで作ったものがひらがな。

Hiragana is a kanji reference was made in Japan.
(ひらがなは漢字を参考に日本で作られたもの)

知識階級だけでなく一般人にも分かるように優しくしたものがカタカナ。

Katakana is more easy to understand than Kanji.
(漢字をより優しくしたものがカタカナ)
Was made in order to understand the text.
(文字を覚える為に作られたもの)

絵文字や記号などは、ほぼ漢字のような分類だと思います。

ちなみに”働”というのは唯一日本の考えた漢字だそうです。

日本らしいですね。



Ｑ２．何で日本の女の子は内股なの？

Why a japanese girl is inner thigh?

内股というと…

こんな？

こんな？



こんな？

（日高昆布のキャラクターらしい）

こんなの？

ですかね。

確かに駅の向かいのホームとかで待っている女の子を凝視していると、大概は内股のような気が

しますね。



Ａ．それは”筋力が無いから”
It doesn't have muscular power. 

「内股」を検索してみると、筋トレ通販サイトが出てきます。

ちなみに、男性の”がに股”も同じ理由。

女性は内股、男性は外股と違っているのは、骨盤の形が違うから。

Ｑ３．何で日本人は肌を露出させないの？

Why Japanese don't put out the skin?

Ａ．品性の問題、身だしなみ。

Takes care with dignity and decent personal appearance.
品格ときちんとした風采（身なりの事）に気を使っている。

と答えましたが、ただ単に寒がり（sensitivity to cold）のような気もします。

日本には”季節の服”というのがありますが、海外はほとんどありません。
夏でも寒ければセーターを着ていますし、冬でも暖かければ薄着です。

海外へ行くと薄着の人をよく見かけて『寒くないのか…』と思います。
フランスは北海道だし、ドイツなんか樺太以上だし…なのに肌を露出させている。
ロシアなんかでは路面が凍っててもダウンコートは着ているものの、デコルテ（鎖骨と胸の間）

を露出させている女性が居たりします。

常識の違なのか、コレもまた筋力の差なのか。

 でも自分は冷え性じゃないので、年中家では裸足です。

家の中で靴を脱いで過ごす事を”ジャパニーズスタイル”と言うそうです。
部屋に上がろうとすると「ウチは”ジャパニーズスタイル”だから靴を脱いで」と言われたりするそ
うです。

JUGEMテーマ：海外生活
2009.10.28 Wed

http://overseas.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c129/1565/


本田とフェリシアーノ女装とイギリスさんの手料理。

前記事で予告したロシア３姉兄妹のでは無いですが、女装モノ。

イギリスさんの手料理＋本田とフェリシアーノの女装。

※Pixivのサイトに行きます。
ココのブログだと容量制限で掲載出来なかったので。

７月辺りに書いていたものです。

フランスのEXPOにAKB48が来るといっていたので、それでなんとなく。
ヲタ芸のフランシスさんというのも考えましたが、見た目的にコッチに。

現地にも「I  AKB48」というTシャツを着たヲタが数人いました。

フランスさん＝ドスケベ　とよく言われますが

http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=6593296


そんな事も無いような印象の場面に遭遇。

鉄道で疲れてたんでうっかり寝てしまったのですが、起きたら目の前のフランス人さんが頬を赤

らめてモジモジしてました。

荷物は服と一体化したバッグだったんで何も無かったですが。

海外では公共の場所で女性が寝てるなんて事は無いので慣れない光景だった、とか？

女性慣れしてないフランス人さんもいるんですね、って話。

なんでフランスさんの話になったんだろう。

　

JUGEMテーマ：ヘタリア
2009.10.11 Sun

http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c189/5367/


相方リクエスト

相方のリクエストで

「花嫁姿のロロ」

 で、スカートめくられてるやつ。

表情は以前の画集で出したスカートめくられてるロロと同じカンジ。

と言われたので、今回はめくっている人もちゃんと描いてみました。

兄さんっぽい。

以前のはスザクの設定だった。

鉛筆画リクエストだったけど、いつかカラーにして出すよ。

他にもヘタリアでウサビッチのやつとかもあるんで、追って出したいと思います。

　

JUGEMテーマ：コードギアスＲ２
2009.10.11 Sun

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20091011_564284.jpg
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c194/4066/


メタセコの使い方（移動と拡大縮小）

またシムを始めるにあたって、今度はオリジナルの小説のキャラでやってみようかと思い、それ

に見た目が近いスキンなんかを物色しています。

その中でメガネを掛けたキャラ「克哉」にかけるメガネを探していたらシムリポさんで良さそう

なメガネを発見。

それをSimviewで確認してみたらこんな事に。

埋まってる。

なのでメガネ位置をちょっと変更する事に。

ココの skin > Accessories にメガネがあります。

顔はmaruさんの所のものに髪の色を自分で変えてみたものです。

３Ｄをいじるのに最適なソフト「メタセコ」

ごく単純な変更をするだけなので、ココの無料版を使用しました。

メタセコ　　3D作成ソフト。

http://mumei.org/public/a1336.htm
http://act.lolipop.jp/simlipo/
http://www.shunzo.net/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=7
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20091009_563699.gif
http://act.lolipop.jp/simlipo/
http://maru.ninpou.jp/


metaseq.net

このメタセコでＳＫＮファイルを開くには変換する必要があります。

そこで変換ソフト。

ＳＫＮ２ＭＱＯ

SHUNZO dot net > SKN2MQO
シムピ用、圧縮ソフト「FarFa」がある所です。

SKN to MQO　　という事ですかね。

画面はこんなカンジです。

ＳＫＮファイルを開きます。

それをそのままメタセコで開ける形式ＭＱＯで保存。

適当な名前を付けて保存。

コレでメタセコで開けるようになりました。

メタセコで開いた時の画像では、ちょっと小さく見えたりするので「視点の設定」で見やすいよ

うに設定し直してみます。

別に必要なワケではないですが。

http://www.metaseq.net/metaseq/index.html
http://www.shunzo.net/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=8


表示 > 視点の設定

この画面で「ズームで指定」で「奥行き感」を調節すると見やすくなります。

ホイールがあるマウスだったらそれでも視点の拡大縮小が出来ます。

角度なんかは、マウスの右を押したまま調節します。

最初は慣れないですが、何度かいじってるウチに慣れてくると思います。



左側にある　編集　＞　全て選択

で、全部を選択します。

ピンクのラインが青くなったら選択されてるという事。

コマンド　＞　移動Ｖ　で移動させます。

青い矢印で前後に移動



横の赤い矢印をクリックすると左右に移動します。



コレで少しづつ移動させていって、何度も確認していきました。

コマンド　＞　拡大Ｑ　にして横の赤い矢印を動かすと　拡大縮小　が出来ます。

それも上と同じように矢印を動かしながら調整していきます。

画像の見た目は上のと同じカンジなので省略してみました。

その「○○.mqo」ファイルをＳＫＮ２ＭＱＯで「○○.skn」に変換して完成です。

Simviewで確認。

コレでピッタリなメガネが出来ました。

こうやって色を変えたり、形を変えていったりしてキャラをちょっとづつ作っていったりしてい

ます。

かなたはそのままのスキンがあったのでそれを使ったりしてます。

はるかは女性のヘッドを使いまわし。

武はmaruさんの所にあったスキンにカチューシャを描いてみました。
アキラはそれに合うようなスキンが何種類かあるので、色々当てはめ中。

自分で楽しむだけなので、コレを配布したりする事はありません。

でも自分用に改造したりするのは自由なので、他にも色々と改造して楽しんでいます。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20091009_563700.gif


その為のソフトもあるのがシムピなのです。

と思った。

　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.10.09 Fri

http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


御衣香桜さんが一部復活。

久しぶりにシム関連のリンクを巡っていたら「御衣香桜」が復活していました。

　　【御衣香桜-Gyoikou Cherry】

御衣香桜さんといえば、和風で揃えると必ずどこかにアイテムがあるシムオブサイトさんでした

。

コレだとちゃぶ台とか、キッチンですかね？

他にもありそう。

色々とトラブル（？）があって閉鎖されてましたがシムピイベントランドきっかけで復活された

ようです。

シムピープルの配布サイト協賛によるイベントサイトです。

どこかに行ってしまって使えなくなっていた例のアイテムとか、色々と復活しています。

多機能食料庫とか、ホテルトレイとか、設置方法や正常に動かす方法が分からなくなっていた

ので、一部だけでも復活してもらって有難い限りです。

http://gyoiko.sakura.ne.jp/
http://simp1.web.fc2.com/
http://simp1.web.fc2.com/


本日、お風呂系をアップされたそうです。

久しぶりにシムやってみようかな。

　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.10.06 Tue

http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


レンジで作るお菓子。

最近流行のレンジで作るおやつ系のものをひとつ購入してみました。

どうやら”シフォンケーキ”が作れるようです。

今回行った宮城の雑貨屋で見つけて、千円程度だったので購入。

レシピ

コレはこの”レンジで作る〜”でのレシピなので通常のシフォンは出来ないと思います。

コーンスターチが無かったので、同じでんぷん質という事で片栗粉で代用。

コレがいけなかったのかと思います…。

・通常のケーキと同じく卵を泡だて器で砂糖を加えながら混ぜて、そこに溶かしバターを入れる

。

・混ざったら粉モノを振るいながら入れてさっくりと混ぜる

・サラダ油を塗った型に入れてレンジで500W 4分30秒
・完成

生クリームも用意してみました。



こんなカンジ。

食べられますが、ちょっと固め。

片栗粉がいけなかったのか、混ぜ方が悪かったのか…。
多分原因はこの２つだと思います。

ちゃんと作ればきっと写真のようにいくと思います。

多分。

卵３個という事で、卵が余ってすぐに使い切れないような場合はちゃっちゃと作れるのでいいか

と思います。

混ぜるだけ、焼き時間が少ないので簡単でした。



アマゾンで探してみたらありました。

レンジでわっ、かんたん シフォンふうスポンジケーキ18cm

価格：¥ 858

¥1029で買ってしまいました…。
コレで安売りかと思ってた。

他にもいろいろ。

　　

スポンジ型とロールケーキ型。

シフォンと違う点は真ん中に穴が無い点だけ？

JUGEMテーマ：お菓子のレシピ
2009.10.05 Mon

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000BARZK2/nightow-yukiko-222/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000BAX6GY/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000BAVRE2/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://sweets.blogmura.com/tedukuriokashi_recipe/
http://sweets.blogmura.com/tedukuriokashi/
http://sweets.blogmura.com/tedukurioyatsu/
http://jugem.jp/theme/c208/2775/


pingサーバー(09年11月現在)

ブログを更新した情報を各サイトにお知らせする「PING(ピン)」アドレス。
常に変わるようなので、一覧があっても使えない事があったりします。

なので、現在こちらで確認できたものをお知らせ致します。

2009年11月1日現在使用出来たものは以下の通りです。

★現在使用できるもの。

http://jugem.jp/?mode=NEWENTRY
http://ping.rss.drecom.jp/
http://ping.bloggers.jp/rpc/
http://www.blogpeople.net/ping/
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
http://ping.bloggers.jp/rpc/
http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdates
http://blog.goo.ne.jp/XMLRPC
http://ping.blogoon.net/
http://rpc.weblogs.com/RPC2
http://ping.weblogalot.com/rpc.php
http://serenebach.net/rep.cgi
http://ping.bloggers.jp/rpc/
http://ping.namaan.net/rpc/
http://ping.bloggers.jp/rpc/
http://ping.weblogalot.com/rpc.php
http://ping.blogranking.net/
http://ping.blo.gs/
http://ping.weblogalot.com/rpc.php
http://ping.myblog.jp/
http://ping.fc2.com/
http://blog.mypop.jp/jts/xmlrpc
http://blog.with2.net/ping.php/
http://rpc.reader.livedoor.com/ping
http://rpc.pingomatic.com/



http://rpc.blogrolling.com/pinger/
http://ping.blogoon.net/
http://blogsearch.google.com/ping/RPC2
http://api.my.yahoo.co.jp/rss/ping?u=あなたのサイトのRSSファイルのアドレス

■登録したらサービスが受けられるもの（無料）

http://ping.blogmura.com/xmlrpc/あなたのサイト用ID

にほんブログ村のものになります。

登録は無料で、ウチも登録しています。

広告メールなどが送られてくる事はありません、年に数回アンケートのお願いメールが来るだけ

です。

■サービスが終了したもの

http://rpc.technorati.com/rpc/ping
http://ping.ask.jp/xmlrpc.m
http://bitacoras.net/ping/
http://tb.threetree.jp/

http://technorati.com/は2009年10月23日（金）12:00をもって全サービスを終了。

■サービス停止中

http://www.blogoole.com/ping/

個人が運営していたようで、サービス停止中。

■サービスが終了したかどうか不明。

http://bulkfeeds.net/rpc/
http://rpc.weblogs.com/RPC2/
http://rpc.bloghackers.net/newsoku/
http://ping.gpost.info/xmlrpc
http://ping.amagle.com/

サイトのアドレス先が不明になっていました。
海外シムサイトでよく見る「がっかり姉さん」も登場。

http://www.blogmura.com/
http://www.technorati.jp/index.html
http://gpost.info/


■変更したもの

http://serennz.cool.ne.jp/sblog/rep/　→　http://serenebach.net/rep.cgi
http://www.blogoon.net/ping/　→　http://ping.blogoon.net/
http://ping.rootblog.com/rpc.php　→　http://ping.weblogalot.com/rpc.php

■反応が無かったもの

http://coreblog.org/ping/
http://ping.rootblog.com/rpc.php
http://ping.weblogs.se/
http://blogdb.jp/xmlrpc
http://rpc.atblogs.com/
http://rpc.bloghackers.net/newsoku
http://www.weblogues.com/RPC/
http://rpc.weblogs.com/RPC2/

http://coreblog.orgについては、サイトは確認出来るものの、Pingを送っても反応しなかったので
。

■反応が無かったもの(大手)
http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpc
http://ping.exblog.jp/xmlrpc

↑はニフティの「ココログ」とエキサイトの「エキサイトブログ」

多分、自サイトのブログのみに適用されるものだと思われます。

■ドイツ語のみ

http://xmlrpc.blogg.de/

こちらはドイツのブログのみに適用されるようです。

コレをリストアップされている記事も何箇所かあったので。

http://coreblog.org


以上。

こちらに掲載したのは2009年11月1日現在確認できたものです。

ネットは日々変わっていくので、コレも無くなったり新しいのが出てきたりします。

新Pingは検索サイトでブログサービスを探していくと見つかると思います。

JUGEMテーマ：インターネット
2009.11.01 Sun

http://internet.blogmura.com/netservice/
http://jugem.jp/theme/c91/12/


シムピープル全種コンプリート。

ようやく「シムピープル」を全種コンプリートしました。

完全版を買うとこうなります。

でも完全版３を購入するより安かったです。

アマゾンでチェックしていたらやっとスタパラが出たので、こちらのサイトのアフェリエイト

で貰ったアマゾンギフト券で購入させて頂きました。

なんとなく自家発電のような…。

自分が購入したら、すぐに品切れになってしまいました。

在庫が１個しかなかった模様。

「シムピ完全版」をソフマップで９８０円で見つけて、先輩がハマってて

男男とか女女とかが入り乱れる自由奔放生活覗き見ゲーム

キャラ外見は自分の自由に出来るので、あのキャラとかあいつやこいつで何でも出来る

だとかなんか言ってたので購入。

それから芋づる式にバケーション(VA)をヤフオクで購入。

ペット＆ガーデニング(UL)をこれもヤフオクのストアで購入したらCDに傷があってインストール
できなくて、その旨を伝えたら新しいのを送ってもらいました。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00066UHYW/nightow-yukiko-22/ref=nosim/


ストア購入だったから助かったカンジですかね？

ハリーポッターが流行っていた時期にマジカルドリーム(MM)をアマゾンで購入、これは中古で８
８０円程度でした。

そして今回のスターパラダイス(SS)をアマゾンで揃えてコンプリートになりました。

全てインストールしてDELLノートで動かしていますが、問題なく動きます。

こちらのスペック

DELL Inspiron 1525
Intel Celeron CPU
2.00GHz 1.99GB RAM

以前の記事[新ソフト続々でシムピープルは…。2009.10.24]にもありましたが、逆にスペックが高
すぎても（インテル(R) Core(TM) 2 Duoプロセッサーとか）動かなくなったりするようです。

アマゾンにてCeleronで検索してみましたが、同スペックなのはほぼ中古しか無いカンジ。（新し
いのは在庫切れ状態）

ネットブックは動作しない恐れがあります。

EeePC←確認済み

やっぱりPCも中古じゃなきゃ動かなくなるんでしょうかね。
今くらいの性能でいいのだけど、妹もMacBookを長い間使ってます。
 
いまPCに欲しい性能はネットの速度。
それは光にすればいいだけですが…。
昔の感覚で月6千円くらいと思っていましたが、最近はもうちょっと下がってるんですね。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.11.07 Sat

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=547
http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html?ie=UTF8&location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.jp%2Fs%3Fie%3DUTF8%26redirect%3Dtrue%26sort%3Dsalesrank%26ref%255F%3Dsr%255Fnr%255Fp%255Fn%255Favailability%255F1%26keywords%3DCeleron%26bbn%3D3371341%26qid%3D1257578511%26rh%3Dn%253A3210981%252Cn%253A%25213210991%252Cn%253A3371341%252Ck%253ACeleron%252Cp%255Fn%255Favailability%253A-1&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=ur2&camp=247&creative=7399
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


フェイスファクトリー

ネットで買った「フェイスファクトリー」が届きました。

これは取り込んだ写真からシムで使用するスキンとBMP画像とCMXファイルのワンセットを自動
で作り出してくれるソフトです。

なので試しにギアスのロロで作ってみました。

スザクやルルなどはあるのに弟のロロが無かったので。

ナナリーとかも無いですが。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0000AKXRQ/nightow-yukiko-22/ref=nosim


まずは用意したファイルを読み込み。

このソフトはパッケージは日本語ですが、中身は説明書まで全て英語です。

ファイルはjpgでサイズは600×600ピクセル。
背景は単一色にします。

単一色にした背景を消します。

洋服なども消しておきます。



目、口、鼻、アゴ、の位置を調整します。

体の設定もあるらしいので、ココは適当にどれか選択しておきます。

使うのは頭だけですし。

プレビュー画面、なぜか白い肌に…。
この画像のロロの肌が白すぎたんで、白い動物として判定された模様。



右の方にあるアイコンで選択して、その上にあるバーで大きさなどを調整していきます。

頭上部の高さ、アゴの高さ、鼻の高さ、輪郭の太さ、頬の太さ。

右から３番目のジョイスティックのようなアイコンをクリックすると保存画面になります。

そこにキャラの名前を入れて保存すると

Maxis/SimPeople/GameData/Skins/
にファイルが自動的に既成されます。



ファイルはこのようになります。

ちょっと肌が白かったので手ファイルまで自動既成。

SimViewで確認。

…やっぱりアニメキャラでは厳しいようです。

なので、同梱されていたサンプル画像の人を使って再挑戦。



下のようなファイルになりました。

横（後頭部になる部分）のギザギザはどうにもならないようです。

立体はこんなカンジ。

目が虚ろなのが怖いですが、やっぱり実物の人間かそれに近い画像を使った方が上手く出来るよ

うです。

髪はトゲトゲしないようです。

一応Amazonのリンク。

JUGEMテーマ：シムピープル
2009.11.09 Mon

http://game.blogmura.com/pcgame/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


千晶とあきら。挿絵

「千晶とあきらと巽。」の挿絵。

「克哉とあきら。」のサイドの話で、現在は千晶と巽。の学生時代になってます。

携帯用のリンクサイト登録用の画像です。

元はこのアイコンのために描いたので、アイコンに使わない範囲以外は色塗ってません。

キャラの部分の背景は白のレイヤー入れてるのが分かるかと思います。

そうすると、キャラ部分がはっきりしたり背景色が透けたりしないんで。

色を入れるとき、暗い色から明るい色を入れるといれやすい。

明るい色から暗い色を入れていくと、影部分がぼやけたり何色もグラデーションを入れていくと

時間がかかったりするので。

ペンタブの強弱だけでグラデーションがかけられるので、アキラのシャツ実は３色しか入れてま

せん。

暗めな色と”覆い焼きツール”を使うと１色だけで描けたりもします。
その場合は皮かサテンのような質感になります。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20091114_574311.jpg
http://mumei.org/public/t2700.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm


「武とかなた。」２３位

「はるかとかなた。」４３位

「克哉とあきら。」５位

龍侍と雛子。「武とかなた。」番外--位
さくらとマックス。［克哉とあきら］番外--位
千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外--位

書き手ランク　　内藤侑子　７位　(09年１０月１５日現在)

画像あります。for 携帯版
FC2小説【小説一覧】
[小説] ブログ村キーワード

　 　 　 　

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
2009.11.14 Sat

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm
http://mumei.org/public/a1336.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html
http://novel.blogmura.com/
http://novel.blogmura.com/novel_bl/
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


梅子ちゃん。

「はるかとかなた。」の「バレンタインデー。」の回から登場した”梅子ちゃん”です。

女子高の方の制服はとにかく可愛いミニスカートにしようと思って、理想のみを詰め込んでみま

した。

もうちょっと改良の余地はありそうですが、作りこみ過ぎるとCLAMP制服化してしまいそうな
ので。

スカートのみ透過画像。

ホントはこの画像の方がメインで書いてました。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20091117_575333.jpg
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/w56655.htm
file:///tmp/puboo/56398/196691/01a5edf166ba01c68dc9/19945/epub/OEBPS/image/51398704-F56B-11E1-8A9E-B060CD288735_l.jpg


梅子ちゃんの魅力はお尻と太ももなので。

145cm 50kg近い BMI値23%前後の多少肥満ぎみ、という設定。
本当はそのくらいの方が魅力的なんですよね。

自分だと体重が46.7kg+2kg(あの辺の重さ)なのでBMI値18.5以下の48.7kg以下が下限だそうで。
一日の摂取カロリー目標1668kcalなんだそうな。
集中すると食べるのを忘れてしまうので達成できません。

忘れてると突然腹痛や頭痛が来たり電車内で倒れたりします…その時はじめて食べてないのを思
い出す。

それで低コレステロール症一歩手前に…。

頭痛が一番先に来るんで、その時は飴を舐めてます。

まるで携帯充電用のソーラー電池のようです。

こんなの。

でも現在は50kg+αで元気です。
そのくらいの方が健康的かも、飢餓状態だった以前より寒くないし。

でも食べ過ぎると慣れてない胃が驚いて大変な事に、若いウチはちゃんと食べましょう。

ムチムチで魅力的な梅子ちゃんの画像は他にもまだ何点かあるので、気が向いた時にアップして

いきたいと思います。

「武とかなた。」９位

「はるかとかなた。」２８位

「克哉とあきら。」１位

龍侍と雛子。「武とかなた。」番外--位
さくらとマックス。［克哉とあきら］番外--位

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B002QPS1LM/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm


千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外１０位

書き手ランク　　内藤侑子　３位　(09年１１月１７日現在)

画像あります。for 携帯版
FC2小説【小説一覧】
[小説] ブログ村キーワード

　 　 　 　

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
2009.11.17 Tue

http://mumei.org/public/a1336.htm
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://novel.fc2.com/novel.php?mode=ttl&uid=1548747
http://keyword.blogmura.com/key00000841.html
http://novel.blogmura.com/
http://novel.blogmura.com/novel_bl/
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


５００円ワイン。

５００円ワインｷﾀ！

空輸費用で加算されるのでしょうが、それでもペットボトルで９８０円とか。

フランスの人も（高くて）ビックリ。

日本だとこんな価格に。

向こうではこんな事件も起きているようです。

世界屈指のワインメーカー 告訴される - フランス

【ビルフランシュ/フランス 4日 AFP】
検察当局は、高級ボジョレ・ワイン数十万本に低級ワインを混入したとして、世界的ワインメ

ーカー、ジョルジュ・デュブッフ（Georges Duboeuf）社を告訴した。
同社はボジョレの輸出量の75％を扱っており、年間2,500万本生産される同社の主要製品にもなっ
ている。

写真はビルフランシュ（Villefranche-sur-Saone）の裁判所に証人として出廷するジャーナリスト
のBernard Pivot氏（中央）。
(c)AFP/PHILIPPE MERPLE

元々はバブルの時期にこういうイベントが始まったらしいです。

初物が好きな日本人と、農産物輸出を促進していたフランスの思惑が合致した結果。

そういえばフォアグラは輸出禁止になりましたね。

向こうのスーパーで買った１３０円のポーク缶が一番おいしかったです。

安い食材でも全部旨いので、この５００円ワインでも旨いのかな？

と思いますが、フランスさんにしては珍しく普通だそうです。

http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2043034/452189


ちなみに、フランスではロゼワインが流行ってました。

棚全部ロゼワインというぐらい極端に流行中。

現地のスーパーに行ってみれば分かると思います。

棚がピンク色に染まってる。

こんなのがいっぱい。

ロワール地方の甘めのワイン。

瓶が思っていたものより大きいので、滞在する際は初日に入手した方がいいかもしれません。

海外に行くような人ならレストランに行くかもしれませんが。

JUGEMテーマ：ワイン
2009.11.19 Thu

http://overseas.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c202/1107/


海外旅行必須アイテム。モバイル編

以前は空港で「こんな小さいPCはあるワケが無い」と言って止められる事も多かった小型のノー
トPCですが、最近はそんな事も無くなってきたようです。

以前書いた記事「旅行必須アイテム。」のオマケでモバイル編を調べてみました。

軽いといっても長時間だとやっぱり

持ち歩くのは重かったネットブック。

1.1kg＋マウスとかいろいろ。

iPhonなどのスマートフォンの方が便利かもしれません。

画像は、自分が現在持っているWS001SH

現地で携帯として使えなくても、外付けHDを持っていけば現地のPCと繋いでSDカードなどでデ
ータ交換出来ます。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=531


文字を入れるだけならこちらも使用できそうです。

データはUSBケーブルかmicroSDカードで相互可能。

でも、その場合はカードリーダーが必要になってきます。

最近はSDカードの容量も上がって32GBもあるそうです。
フラッシュメモリじゃなくてSDカード刺しっぱなしのカードリーダーでも全然使える。

現在、ネットカフェはどこにでもあります。

ヨーロッパだとアンティークな建物にあったりと、意外な趣きなのが面白かったりします。

しかしながら日本語非対応PCな所が多いので注意。
そういうPCだと言語切り替えも出来なかったりします。

その場合は

携帯でPCでも見られるファイル形式のメモで書いてからSDカードを介してコピペするしかありま
せん。

Windows mobilだとワードが入っているので、それで出来ると思います。

アルファベットで文字入力しようとする場合、ヨーロッパでは英字キーボードと並びが違う場合

もあります。

【パソコン de フランス語】
このサイトのTOPページはこちら→Mon Verger

フリースポットは空港や大型施設など色々な所にありますが、現地プロバイダに登録していない

と使用出来ません。

http://citron.maxs.jp/memo/fmemoxp.html#%E3%82%AD%E3%83%BC%E9%85%8D%E5%88%97(fr)
http://citron.maxs.jp/index.html


その辺は日本と同じ。

海外で注意すべき点は「言語切り替え」のみのようです。

他は日本と同じ。

パリのネットカフェ情報はこちら。

【ふらつー｜パリのインターネットカフェ】

いつも行く日本人経営で日本語対応OKなネットカフェ
【うらばす】

バスチーユの裏なので「うらばす」なんだそうです。

１時間5.7ユーロ（11月現在751.5円）

学生が運営している

【mangacafe】
学生さんばかりで個室はありませんが和気藹々といったカンジ。

PCは日本語対応していません。

パリばかりですみません、他にも色々情報分かれば書き込んでいきたいと思います。

JUGEMテーマ：モバイルグッズ
2009.11.20 Fri

http://france-tourisme.net/s-Paris/p-internetcafe.htm
http://www.urabass.com/home.html
http://www.mangacafe.fr/
http://pckaden.blogmura.com/digimono/
http://jugem.jp/theme/c247/3951/


薄型テレビを壁掛けっぽく自作。

[手作り家具]
先日、ヤフオクにて千円前後の液晶テレビを壁掛けにする金具を落札し損ねてしまって、他の通

販サイトでその金具を見てみた所、５千円前後でとてもじゃ無いですが手が出ない金額でした。

なので自作してみる事に。

金具が揃うワケも無いしテレビも液晶１３インチで軽いので、棚を作る事に。

テレビ台

L字金具は片方28kgまで耐えられるもので、板はよく分かりませんが1cm以下厚でかなり硬め。
同じぐらいのアクリル板ぐらいの硬さがありました。

コードがかなり出てますね。

http://keyword.blogmura.com/key00069726.html


固定していないので、地震が来たら滑り落ちないように一応前面にスポンジ状のゴムを貼り付け

ました。

きっと耐震用には、壁にしっかり固定出来るようなピンや強力接着タイプの両面テープとフック

で固定した方がいいのかもしれません。

板が薄いので後ろの方はネジが突き抜けてしまってます。

1cm以下なので。

家にたまたまあった浅めの皿タップネジでテレビ本体が来る前の方は止めました。

ちょっと高めに付けすぎて、視線が上の方になってしまってます。

付ける位置は紙などでプレビューしてから付けた方が良かったかもしれません。



ネコに登られないように高めにしたのですが、ネコが乗っても折れないくらい頑丈になってます

。

現在１３インチですが、親族がもうそろそろ手放そうとしている地デジ対応の１５インチ液晶が

あるそうです。

横幅４０ｃｍなのでそれもちゃんと乗ってくれそうです。

▼購入したもの

Ｌ字金具118円×２
スポンジゴム112円
アイリスオーヤマのものらしい棚板278円　　合計　626円

専用金具より桁違いに安く出来ました。

安くて丈夫な棚板があったのがラッキーでしたが、このシリーズの棚板は横幅40cmが最大でした
。

それ以上のサイズになると板も厚くなってきます。

その場合、Ｌ字を多く付けるよりも△型の金具にした方が良さそうです。

JUGEMテーマ：アクオス - 液晶テレビ AQUOS

内容とは関係無いですが、今日から一週間ほど宮城の方に行って来ます。

更新も滞るかモブログで細かく投稿していくかもしれません。

2009.11.25 Wed

http://handmade.blogmura.com/kousaku/
http://jugem.jp/theme/c252/1530/


白鳥と遊んできました。

成瀬川（？）公園という所で白鳥と遊んできました。

後日追記：江合川だったそうです。

食パン持ってったらクチバシをパカパカさせて近づいて来たので、食パンをあげたら手を挟まれ

ました。

ヘラに小さいギザギザが付いた板のようでした。

いまガンダム芸人見てます。

JUGEMテーマ：宮城県の何でも情報
2009.11.26 Thu

http://jugem.jp/theme/c46/6551/


カーステがかからない。

相方の所のカーステがかからなくなりました。

レンズの問題かと思ってDIYショップのカインズに行きました。
こういった大きな複合施設はこっちには無いので新鮮です。

そこで398円の乾系CDクリーナーを買ってきた所、それ自体がかからない…。

やっぱり電気系統の問題なんでしょうか？

たまに機嫌を直したように音楽が掛かったりする、分かりやすい壊れ方をしてくれてます。

カーステの上の隙間にうっかりトリブラのCDを入れてしまった事は関係無いと思う。

宮城のカインズに居た”コザピー”というインコが可愛いかったです。
指をペロペロ舐めながら紙を千切るように噛んできました。

写真は撮ってませんが、綺麗な緑色の”コザクラインコ”
値札は下がってますが”人気者なので非売品”とありました。



ネットで見つけた写真。

こんなカンジの綺麗なインコです。

頭を突き出して”掻いて♪”とアピールしてくる人懐っこい所が人気なのかもしれません。

このくらい人懐っこいらしい。

うらやましい状況。

YouTube - stargazrt4 さんのチャンネル
↑ココに鳥との仲良し画像がいっぱいあります。

その隣の鳥がやたらと籠を噛んで抗議していたので触ろうとすると逃げてきます。

何でしょうか、嫉妬？

「何してんだよ、コザピー！」みたいな。

JUGEMテーマ：宮城県の何でも情報
2009.11.29 Sun

http://www.youtube.com/trueloveaviary?gl=JP&hl=ja
http://jugem.jp/theme/c46/6551/


仙台から今日帰関東。

本日（11/30）の23時40分頃のバスに乗って、朝の6時頃に東京へ帰ります。

ツリーの飾り付けの真っ最中でした。

この写真は夜の23時ぐらいの仙台駅。

今現在、帰りのバスの中で書いてます。

酔いそうなので、これにて。

相方へ。

マクロスＦのランカのコスプレ出来なくてごめんよ。

正直、コスプレは無理です。

JUGEMテーマ：宮城県の何でも情報
2009.12.01 Tue

http://jugem.jp/theme/c46/6551/


ネコが窓辺にみっちり。

[猫]

先日、部屋を模様替えしたんで猫がウロウロして久しぶりに窓辺に座っていたのですが。

かなりみっちりしていました。

以前、同じ窓辺に座っていた画像があったので探してみました。

この写真は2007年6月17日の撮影だそうです。
全然大きさが違いますね。

その頃は体重が2.5kg程度で、今はちょっと太って3.7kg

http://keyword.blogmura.com/key00020890.html
http://keyword.blogmura.com/key00015001.html
http://keyword.blogmura.com/key00000567.html


その頃と同じくらいの頃のマルコ。

この撮影のあと、DSを蹴落とされましたが任天堂は最強なので全然壊れてませんでした。

DSといえば、現在ポケモンのソウルシルバーをプレイ中でやっとチャンピオンリーグの入り口ま
でたどり着いた所です。

ヤフオクもさっきまで出品料無料だったんで２７点ほど出品していた所です。

それの処理で長々とブログ書いてませんでした。

ポケモンが落ち着いたらそのレポートや無銘文庫の小説もアップしていきたいと思います。

ルギアはマスターボールで簡単に入手出来るのですが、ライコウ・エンテイ・スイクンが入手出

来ない。

あれって、弱らせて眠らせても逃げてっちゃうんですね。

本当に寝てるんでしょうか。

とりあえず”みねうち”でHP１にしてからハイパーボールで何度か挑戦してみます。
ダイヤモンド・パールにはマスターボールが複数あるんですけどね…。
DSが複数無いので移動が出来ないカンジです。
DSは値崩れしないですね。

JUGEMテーマ：にゃんこ
2009.12.08 Tue

http://cat.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c154/1224/


★ポケモン週間予定表★

ポケモンはクリアした後からが始まりです。

その中の週間タイムスケジュールを一覧にしてみました。

イベントが重なって表記されているものもありますが（一回のみ）とあるものは、一度っきりの

イベントになります。

時間の表記に　12〜13時　とありますが正確に言うと12:00:00〜12:59:59までという意味です。

★時間帯の表記

深夜：00:00〜03:59
朝：04:00〜10:59
昼：11:00〜19:59
夜：20:00〜23:59

▼毎日

いつでも：アオイの合い言葉（2/5/8/11/14/17/20/23時台）
　　　　　　コガネラジオ塔のポケモンくじ

　　　　　　アサギの右上高台の家でシール３枚貰う

　　　　　　16番道路左上（いあいぎり）なんかいいことばを聞く
　　　　　　タンバジム前の奥さんからシジマ電話登録（一回のみ）

　　　　　　チョウジジムでジムリーダーヤナギと記念撮影

　　　　　　コガネ百貨店6F ¥300くじ引き
朝：6〜10時いかりのみずうみ左側ヤナギ電話登録（一回のみ）
　　6〜10時りゅうのあなイブキ電話登録（一回のみ）※ライバルと一緒に戦った後
　　9〜12時はつでんしょ付近マチス電話登録（一回のみ）※サンダー捕獲後ピカチューと一緒に



話しかける

昼：12〜13時アサギ食堂でジムリーダーミカンと記念撮影
　　12〜13時アサギ食堂でミカンとポケモン交換（任意→ハガネール）
　　12〜15時ニビ側ディグダの穴でタケシ電話登録（一回のみ）※グリーンに勝利後
　　12〜16時コガネ百貨店６Ｆアカネ電話登録（一回のみ）
　　13〜14時アサギ食堂ミカン電話登録（一回のみ）
　　14〜16時25番道路高台でカスミと記念撮影※電話登録後・水ポケと一緒に・スイクン不在時
　　15〜16時マサラのグリーン家グリーン電話登録（一回のみ）※毛繕い8回目
　　16〜18時２５番道路右側高台カスミ電話登録（一回のみ）※グリーンに勝利後・スイクン不
在時

　　16〜18時チャンピオンロード右側アンズ電話登録（一回のみ）
　　18〜20時チャンピオンロード右側でジムリーダーアンズと記念撮影
　　17〜19時りゅうのあなでジムリーダーイブキと記念撮影
　　18〜21時コガネ百貨店６Ｆジムリーダーアカネと記念撮影

▼日曜

いつでも：47番道路（たきのぼり）ジムリーダーシジマと記念撮影
　　　　　　37番道路ニチオ（じしゃく・にっこリボン）
　　　　　　コガネ百貨店5Fお姉さんからわざマシン27か21を貰う（一回のみ）
　　　　　　コガネ地下通路で美容師の弟（300円）営業中
　　　　　　コガネ地下通路で漢方薬局営業中

　　　　　　高速艇アクア号がクチバからアサギへ出向（船長から何か貰える）

深夜：◆ジムリーダーグリーン再戦

　　　　「17番道路」リュウジ再戦
朝：◆ジムリーダーエリカ再戦

　　「２７番道路」ナツホ再戦

　　「しぜんこうえん」ユキ再戦

昼：◆ジムリーダーナツメ再戦

　　14〜17時タマムシ噴水前エリカ電話登録（一回のみ）※グリーンに勝利後
　　17〜21時ニビ側ディグダの穴でタケシと記念撮影
　　「34番道路」ミズホ再戦
　　「17番道路」ジュンヤ再戦
　　「42番道路」ミノル再戦
夜：◆ジムリーダーグリーン再戦

　　「17番道路」リュウジ再戦



▼月曜

いつでも：タマムシデパート４Ｆハヤト電話登録（一回のみ）※アンズに勝利後

　　　　　　スズの塔の道マツバ電話登録（一回のみ）

　　　　　　タマムシ噴水前でジムリーダーエリカと記念撮影

　　　　　　アサギの桟橋でジムリーダーナツメと記念撮影

　　　　　　40番道路ツキコ（するどいくちばし・しゃっきリボン）
　　　　　　セキエイのポケモンリーグ前でライバルと再戦

　　　　　　高速艇アクア号がアサギからクチバへ出向（船長から何か貰える）

深夜：「13番道路」タモン再戦
朝：◆ジムリーダーヤナギ再戦

　　コガネ地下通路で安売り屋営業中（+1200）
　　「しぜんこうえん」シュウイチ再戦

　　「43番道路」マコト再戦
　　「17番道路」トラゾウ再戦
昼：◆ジムリーダーアンズ再戦

17〜20時ニビ側ディグダの穴でタケシとポケモン交換（一回のみ）※ウソハチ→サイホーン
　　「30番道路」ゴロウ再戦（マックスアップ）
　　「35番道路」トシハル再戦
夜：「13番道路」タモン再戦
　　20〜0時おつきみ山でピッピのダンス（つきのいし入手）

▼火曜

いつでも：スズの塔の道マツバ電話登録（一回のみ）

　　　　　　グレンポケセン前カツラ電話登録（一回のみ）※グリーンに勝利後

　　　　　　29番道路ヒコ（まがったスプーン・どっきリボン）
　　　　　　コガネ地下通路で美容師の兄（500円）営業中
　　　　　　コガネしぜんこうえん虫取り大会

　　　　　　りゅうのあなでライバルに会える（会えるだけ）

深夜：◆ジムリーダーマツバ再戦

　　　　「31番道路」ヨウイチ再戦
　　　　「14番道路」カズマサ再戦
　　　　1〜4時おつきみ山でピッピのダンス（つきのいし入手）
朝：「35番道路」ヨウタ再戦
昼：◆ジムリーダーカツラ再戦

　　17〜21時ニビ側ディグダの穴でジムリーダータケシと記念撮影



　　「43番道路」チサト再戦
　　「アサギの灯台2F」カーネル再戦
夜：◆ジムリーダーマツバ再戦

　　「31番道路」ヨウイチ再戦
　　「14番道路」カズマサ再戦

▼水曜

いつでも：タマムシデパート４Ｆでジムリーダーハヤトと記念撮影

　　　　　　いかりのみずうみミズオ（くろおび・しょんぼリボン）

　　　　　　コガネ地下通路で美容師の弟（300円）営業中
　　　　　　セキエイのポケモンリーグ前でライバルと再戦

　　　　　　いかりのみずうみの水位が下がる

　　　　　　高速艇アクア号がクチバからアサギへ出向（船長から何か貰える）

深夜：◆ジムリーダーシジマ再戦

　　　　「アサギの灯台2F」ゲンキ再戦（タウリン）
　　　　「44番道路」モトヒロ再戦（インドメタシン）
　　　　「14番道路」フミトシ再戦
朝：◆ジムリーダーカスミ再戦

　　「32番道路」ヤスアキ再戦
　　「2番道路」ミチヒコ再戦
昼：◆ジムリーダーミカン再戦

　　17〜21時ニビ側ディグダの穴でジムリーダータケシと記念撮影
　　「36番道路」マナブ再戦
　　「12番道路」ナオフミ再戦
夜：◆ジムリーダーシジマ再戦

　　「アサギの灯台2F」ゲンキ再戦（タウリン）
　　「44番道路」モトヒロ再戦（インドメタシン）
　　「14番道路」フミトシ再戦

▼木曜

いつでも：トキワ側トキワの森左の高台ツクシ電話登録（一回のみ）

　　　　　　グレン島でジムリーダーカツラと記念撮影

　　　　　　36番道路モクオ（かたいいし・うっかリボン）
　　　　　　コガネ地下通路で美容師の兄（500円）営業中
　　　　　　コガネしぜんこうえん虫取り大会



　　　　　　りゅうのあなでライバルに会える（会えるだけ）

深夜：「38番道路」リカ再戦
　　　　「15番道路」キョウコ再戦
朝：「44番道路」ヒデノリ再戦
　　「26番道路」シュン再戦
昼：◆ジムリーダーツクシ再戦

　　17〜20時ニビ側ディグダの穴でタケシとポケモン交換（一回のみ）※ウソハチ→サイホーン
　　「32番道路」カオリ再戦
　　「12番道路」マキオ再戦
夜：「38番道路」リカ再戦
　　「15番道路」キョウコ再戦

▼金曜

いつでも：アサギの船に乗るまでの桟橋ナツメ電話登録（一回のみ）

　　　　　　高速艇アクア号がアサギからクチバへ出向（船長から何か貰える）

　　　　　　しぜんこうえんでジムリーダーツクシと記念撮影

　　　　　　モーモー牧場でジムリーダーマチスと記念撮影※電話登録後・ピカチュウ交換後

　　　　　　スズの塔のみちジムリーダーマツバと記念撮影

　　　　　　32番道路カネコ（どくバリ・すっきリボン）
　　　　　　コガネ地下通路で美容師の弟（300円）営業中
　　　　　　つながりの洞窟の下奥にラプラスLv.20出現
深夜：◆ジムリーダーイブキ再戦

　　　　「33番道路」ツトム再戦
　　　　「15番道路」キイチ再戦
朝：◆ジムリーダーマチス再戦

　　「38番道路」クリオ再戦
　　「2番道路」カズヒコ再戦
昼：17〜21時ニビ側ディグダの穴でジムリーダータケシと記念撮影
　　「45番道路」タロウ再戦（ブロムヘキシン）
　　「26番道路」ヒトミ再戦
　　「13番道路」カツとリタ再戦
夜：◆ジムリーダーイブキ再戦

　　「33番道路」ツトム再戦
　　「15番道路」キイチ再戦



▼土曜

いつでも：フスベシティでツチオ（やわらかいすな・ぐっすリボン）

　　　　　　グレン島でジムリーダーグリーンと記念撮影※レッドに勝った後

　　　　　　コガネ地下通路で美容師の兄（500円）営業中
　　　　　　コガネ地下通路で漢方薬局営業中

　　　　　　コガネしぜんこうえん虫取り大会

深夜：◆ジムリーダータケシ再戦

　　　　「46番道路」エミ再戦（リゾチウム）
　　　　「27番道路」エイジ再戦
　　　　「15番道路」カコとトコ再戦
朝：◆ジムリーダーハヤト再戦

　　「34番道路」ヨウイチ再戦
　　「34番道路」ショウヘイ再戦（きのみ）
昼：◆ジムリーダーアカネ再戦

　　14〜17時タマムシ噴水前エリカ電話登録（一回のみ）※グリーンに勝利後
　　17〜20時ニビ側ディグダの穴でタケシとポケモン交換（一回のみ）※ウソハチ→サイホーン
　　「13番道路」ノリヨシ再戦
夜：◆ジムリーダータケシ再戦

　　「46番道路」エミ再戦（リゾチウム）
　　「27番道路」エイジ再戦
　　「15番道路」カコとトコ再戦

分かるだけで以上になります。

・夜に再戦するジムリーダーは夜という事で深夜にも再戦してくれます。

なので一日に４回ジムリーダーと対戦する事が出来ます。

電話予約をしてジムリーダーをヤマブキ道場に集める事が可能なので、深夜に一回バトルをして

から、お昼の10:50くらいに朝、11時になったら昼、最後に時間のある夜に電話をして３人集めた
状態でバトルをするのが効率的かと思います。

・ジムリーダーではない一般トレーナーは気まぐれなので、上で表記した通りにはバトルの申し

込みが発生しない場合があります。

逆に、急な申し込みも発生したりします。

面倒な場所にいるトレーナー（46・47番道路など）はバトル終了後アイテムをくれるようです。
近くに居る場合はバトル申し込みが発生しません（近くに居るんだったら話そう等）



・マチスは「はつでんしょ」で電話番号を交換した後、カントウ側リニア乗り場の右上端に居る

後ろ姿の金髪がマチスなので、手持ちのピカチューとマチスのピカチュウ（VOLTY/Lv.4）を交換
出来ます。

・火曜日の虫取り大会にて

「ビードル Lv.36」をねむり状態のノーダメージで捕獲して349点でした。
ポケモンWikiに表示してあった最高得点が314点だったので書き換えていいものかどうか迷って
ます。

ねむり状態がプラス判定になったのかもしれません。

ノーマル捕獲が314点？

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

23日に浜松町のポケセンに行ってきました。
ポケウォーカーの「おかいもの」コースと、イーブイのデコシールを貰いました。

以前東京駅近くにあった時は店舗内にイベントスペースがありましたが、浜松町の方は別スペー

スにあるようです。

ユニオンルームというよく見てみるとちょっと倉庫のようなカンジの所でした。

そこで６人ばかりとポケウォーカーで通信させて頂きました。

休日という事もあってかチビっ子ばかり。

歩く事もおぼつかないような歳の子から、壮年女性の方まで。

改めてポケモンは年齢幅が広いやり込みが出来るゲームだなと思います。

どこかのゲームはマップが一本筋でやり込み要素０だとか。

映画道まっしぐらですね。

同じようなアメリカの映画も画像は変わっても内容は過去作品の焼き直しだったりして。

一本道ゲームでもICOはやり込んで行く事でショートカットが見つけられたり、絶景があったり、
ヨルヨルが「ヒロく〜ん」と呼んでくれたり、色々。

シムピも然り、ゲームはやり込み要素（その後の展開）のあるものの方が面白いですね。

JUGEMテーマ：ポケットモンスター　ハートゴールド&ソウルシルバー　ポケモン
2009.12.25 Fri

http://jugem.jp/theme/c108/10748/
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