


Twitterに参加しました。

最近、このブログの編集ページが携帯（スマートフォン）から書き込めなくなってから更新が滞

りがちになってしまってます。

サイトが重過ぎて開かないので。

モブログという携帯メールで書き込む形態にしても”カテゴリー”の設定が出来なかったり、下に
ある”JUGEMテーマ”の設定がモブログのみの固定になったり、ブログ村のトラックバックが送れ
なかったり、と。

以前のなら軽くて携帯からでも更新出来たのですが、今のは重過ぎてヘタするとＰＣでもキツイ

。

それはウチの回線がADSLだから？

なので、軽く現在状況などを書く際にはこれからツイッターで書き込む事になるかもしれません

。

▼PCから

http://twitter.com/knight_ykk

▼モバイルから（PCからでも閲覧可）※軽い

http://m.twitter.com/knight_ykk

※追記　↑どうやらこのアドレスではなく、下のほうにある

”Twitterを Standard | Mobile”でMobileをクリックすると簡易表示に。
”Twitterを スタンダード版で見る”で日本語の所をクリックすると通常表示になるようです。

一応、小説の進行状況や現在の様子などを書き込んでいく予定です。

これは　”一人チャット”　というやつですよね。

このサイトや画像を掲載しているＦＣ２のサイトからA8.netのアフェリエイト広告を終了しました
。

http://twitter.com/knight_ykk
http://m.twitter.com/knight_ykk


多くなり過ぎてたのと、目標額に達したので。

ところで、このブログのトップはしばらく変わらないと思います（黒執事バージョン）

執事復活するそうなので。

JUGEMテーマ：twitter
2010.01.30 Sat

http://jugem.jp/theme/c3/9974/


寒い時の猫

雪が降ったのでベランダに猫を外に出してみました。

最初は不思議そうな顔をしていましたが、一旦部屋に入ってきてウロウロしてからまた外に出て

行きました。

そのまま放置していたら、雪まみれになって部屋に帰ってきました。

意外とはしゃいでいたようです。

部屋でぼんやりしていたマルコ。



携帯で撮影していたらそれに気付いて驚いた顔。



横から。



　

JUGEMテーマ：にゃんこ
2010.02.02 Tue

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


甲斐田さん＝不二、の流れ。

ヘタリアシムでお馴染みの「毎日にしぞら眺めてる」さえきんさんの記事「今、アマゾンがス

ゴイ。」を思い出して、中国さんのキャラソンをチェックしてみたのですが。

見たところ、まだ直ってませんでした。

それから、この商品を見たお客様はこれも見ていますでアマゾンはコレを紹介してくれました。

段差を落ちただけで死んでしまう、ゲーム至上最弱のスペランカー。

こんなおじさんだったんですね。

ヘタリアを見てからスペランカーに行った人がいたという事でしょうかね。

トライガンを見てホビージャパンに行く人は分かるのですが。

JUGEMテーマ：ヘタリア
2010.02.24 Wed

http://diary.a-saeki.oops.jp/?eid=1113194
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0025TU3MY/nightow-yukiko-22/ref=nosim
http://jugem.jp/theme/c189/5367/


暖かな１日でした。

[猫]

本日は暖かく、気温は４月のお花見シーズン並だったようです。

でも猫は温かなアダプターを枕にして寝ていました。

外の方が暖かいのかも。

http://keyword.blogmura.com/key00020890.html
http://keyword.blogmura.com/key00015001.html
http://keyword.blogmura.com/key00000567.html


これからはこんなのんびりした季節になるんでしょうね。

数日後には桜の写真でも掲載するようになるでしょう。

ブログやなんかの桜の写真や話題は、気象サーチ会社さんにチェックされて情報としてまとめら

れるようです。

正確な写真と日時の掲載を心がけたいと思います。

※追記



すごい顔して寝ていましたのでうｐ。

目が半分開いてますがこれでも寝てます。

　

JUGEMテーマ：にゃんこ
2010.02.24 Wed

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


シムピ”渡り廊下”の作り方。

シム住宅建築の一つの技紹介。

”渡り廊下”

下の階がある範囲じゃないと上階が作成出来ないのがシム建築のルールですが、現実には長銀ビ

ルみたいなものもあるのでその作成方法を紹介します。

・まず普通に下の階、上の階を作成します。

・次に下の階を”Ctrl”を押しながら削除していきます。

・そうすると、上の階は残ったまま下の階は無くなります。

http://images.google.com/images?q=%E9%95%B7%E9%8A%80&rlz=1I7DAJP_ja&oe=UTF-8&sourceid=ie7&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=ja&tab=wi


・そうすると、上の階は残ったまま下の階は無くなります。

【作成例】

 両側をドアや壁などで閉じて、横板を渡して屋根なしの渡り廊下にしてみました。

これを利用すれば、離れを空中廊下で結んだ家が出来たりします。

サンプルで使用した壁やドアは”御衣香桜”さんか”遥かなるSIMの中で”さんだと思います。
和素材は色々と入れていて、どれがどれだか分からないので。

海外サイトだと引き戸ではなく前後にパタパタと開け閉めするタイプの障子なんかがありました

。

おもしろいので入れてます。

JUGEMテーマ：シムピープル
2010.02.12 Fri

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


シム住宅”白い家”

久しぶりにシムをやりまして、家を作成してみたのでアップします。

シムの資料にと海外で購入した住宅情報誌を参考にしてみました。

向こうの高級住宅にはもれなくプールが付いてるんですね。

全体図

マジカルまで全部入った状態なので、全シリーズの家具を使用していると思います。

階段はスタパラで、オーブンはペトガかマジカル、ベランダにあるテーブルはマジカルだと思い

ます。

最近、アマゾンでシムピを見てみたらほとんどがとんでもない値段に跳ね上がっていました。

２月１１日現在　¥１４４００

発売日 ：2004年11月18日
価格 ：5,980円(税抜)　　なのに、倍以上になってます。

ベランダを少し張り出して設置してみました。



このベランダの作り方は下の階を作って削除してとここだけでは説明しづらいので、また画像

を使って後述したいと思います。

カスタム例

見た目よりも実用重視。

ホテルトレイセットとか全自動食洗桶とか、適当に設置。

ベッドルームも部屋評価を上げる為にクローバーを敷き詰めてみました。

ほとんど御衣香桜さんのアイテムだらけです。

過去のものもあるので問い合わせたりとかはご遠慮下さい。

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


▼この白い家のダウンロードはこちらからどうぞ。

「画像あります。」素材　＞　★The Sims★　＞　白い家

JUGEMテーマ：シムピープル
2010.02.11 Thu

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/sim/w_house/sim5.html
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


辛くないラー油ごはん

[ラー油]

　　

今日の夕飯は食べても食べなくても自由な日なので、白いご飯に桃屋の”辛くないラー油”をかけて
みました。

近所の西友で¥３５８でした。

ニンニクがサクサクしてて(゜д゜)ウマー
全然辛くないので子供でも食べられそうなカンジ。

蒸し鳥でも作ってそれに和えるとか、中華卵スープ作ってその中にちょっとだけ入れてみるとか

。

今までごま油を使っていた料理に入れてみるといいかもしれません。

食事はこれだけで足りるので、今日はゲームを集中的に片づけたいと思います。

現在ポケモンは４７５匹。

現在（〜2月14日まで）配布中のミュウを３匹もらってきて、ブラッキーとの交換でも１匹入手。
あと、パールの分が持って来れれば全種コンプリートです。

最近はブラッキーブリーダーになってます。

ポケスロンの方も順調に記録更新中ですが、平均が分からないのでこの記録が上か下か分かりま

せん。

http://keyword.blogmura.com/key00005097.html


・ダッシュハードル　８５．８秒（未クリア）

・スティールフラッグ　５３本

・プッシュサークル　６０点

・ブレイクブロック　１４６枚

・キャッチソーサ　８８点

・バウンドフィールド　５０６点

・チェンジリレー　１９．４周

・リングアウトファイト　１９２点

・シューティングスノー　５７点

・スマッシュゴール　１２点

リズム感が悪いのか、ダッシュハードルが上手くできません。

下手にジャンプ力があると、着地してすぐにハードルに突っ込んだりして。

リングアウトファイトはとりあえず疲れたらジャンプ多め。

チェンジリレーは上手くいくラインを見つけたらひたすらにそのコースを走る。

ブレイクブロックはとにかく連打。

スマッシュゴールは大きいポケモンをゴールに２匹置いて、スピードとスタミナのある１匹でボ

ールを追いかけるのみ。

ディアルガやパルキアやレジギガスをゴールに置いておけばボールは入らない。

はず…。
多分ホエルオーが最強、だと思う。

JUGEMテーマ：晩ごはん
2010.02.09 Tue

http://jugem.jp/theme/c125/4747/


小説で書いてるキャラをシムスキンにしてみた。

無銘文庫で書いている小説のキャラのスキンを以前からコツコツ作っていたので少々公開。

かなた

↑思いのほかイケメンに。

はるか

↑元は女性スキン。

顔だけかなたの顔スキンを移植。

双子なので同じ顔にしてみました、二卵性という設定ですが。

元のファイルは  SIMLIPOさま。

武

http://mumei.org/public/a1336.htm
http://act.lolipop.jp/simlipo/


　こちらのスキンの髪色を変えてカチューシャを付けてみました。

下の体はとりあえず付けたものなので、ネクタイの色が違います。

学園制服

ボディのスキンはシムリポさん、BMP画像はゲーム内にあったものを描き直しました。
白ブレザーに青ラインはウチの近くにある学校の制服のものをイメージ。

あっちは詰襟タイプで、初めて見た時は何かのコスプレかと思った。

あきら

http://maru.ninpou.jp/


たぶん顔も下に着ているのも全部シムリポさん。

髪はもうちょっと濃い目のチョコレート色にしようかと思ってます。

克哉

顔はmaruさまのものをリカラー。
下の服が思いつかずBLANCAさまのドイツ軍服を着せてみました。
ただ単に自分の趣味です。

メガネはファイルの中にあったもの、フレームカラーを変えて利用。

もっと四角くしたいかも。

くるみ

http://blanca.karou.jp/


以前のものとは変えました。

でもなかなか髪がクリクリとはいかない。

↓予定ではこんなカンジ。

シムの子供は年齢的に10歳前後なので、ちょっと成長した姿、という事で。

ジェイミー

ﾂｲｯﾀｰでも呟きましたが、美人になりすぎてしまったカンジ。

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=543


小説の中では”台湾のアイドルのような〜”　なのでgoogle画像検索で出てきた数人を見てイメージ
。

なんとなくアジアなのに濃いカンジで、日本やタイに近いカンジ。

韓国ほどマッチョであざとくはなく、中国より細くもない。

あと調べていたら、中国の男性アイドルは”△△の○○に似ている”が売りってのが多かったです。
ＡＶじゃないんだから。

スキンは Drop of waterさま
FF7セフィロスを使用。
顔部分は多分シムリポさんベースで結構描き変えました。

全身

イメージに近いカンジの服が丁度あったので、このシムリポさんのボディをくっつけてみました

。

現在出来ているのは以上です。

まだ、さくらとかマックスとか梅子ちゃんにトリスタンなど。

勝手に作成中です。

 ちなみに、かなり改造しているのでこれらを配布する予定はないです。

最後にファイルの名前の設定例です。

http://water3377.nobody.jp/


シリーズもので作ったら共通名にした方が使い勝手がいいので。

ちなみにスキンを作っている中には下の”キャラ名”の所に自分のブランドネームを付けている所も
あります。

C=頭　B=ボディ
L=パジャマ・下着　S=水着　F=フォーマルウェア　H=ハイファッション（ｽﾀｼﾞｵﾀｳﾝのみ）
MA=男性大人　FA=女性大人　MC=男性子供　FC=女性子供
Fat=太っている　Fit=普通体型　Skn=細身
Lgt=明るい肌色　Med=褐色の肌色　Drk=黒い肌色
xskin-〜〜-HEAD-HEAD.skn=ヘッドスキンの定型文
xskin-〜〜-PELVIS-BODY.skn=ボディスキンの定型文

これくらいを押さえていればいいかと。

◆基本

xxx=共通　　今回は「910」にしました ←ナイトウという語呂合わせ。
xxxxx=各キャラ名

▼頭

CxxxMA_xxxxx.cmx
CxxxMALgt_xxxxx.bmp
xskin-CxxxMA_xxxxx-HEAD-HEAD.skn

▼体

BxxxMAFit_xxxxx.cmx
BxxxMAFitLgt_xxxxx.bmp
xskin-BxxxMAFit_xxxxx-PELVIS-BODY.skn

どのファイルにも共通するものです。

CやBの所の910とかはあまり他と被らないものにした方が良さそう。
ウチのスキンファイルの中は400や800番台と900番台の前半が空いてたので。

　

JUGEMテーマ：シムピープル
2010.03.04 Thu

http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


途中経過。とか

途中経過。

サウンドノベル用の画像、他よりも文章が多そうなので背景をキャラ画にしてみました。

キャラのみ画像もありますが、ちょっと表示の仕方が違ってくるのかも。

やっぱり色が…。

センスが無いんで、あまり綺麗な色を入れられないんですよね。

全て鉛筆で出来たらいいんですが、web上で見るものはそうはいかないんで。

ネットはフルカラーなのに何故色を入れないのか、と言われそう。

それ以前に線をペン入れしてない…。

続きは下の「続きを読む ＞＞」から



　

↓コレ見ながら描いてました。

【ニコニコ動画】【ドキュメンタリー】 The Fragile Heart of Moé 萌えの心臓 1 【東京モダン】

近代の東京

過去にNHKハイビジョンで放映されたものです。

萌え（オタク）文化を実際は多く居る女性側に視点を当てた映像。

普通は男性のオタクばかりに視点が集まりがちですが、それだとただの色物になってしまうので

。

オタクに対しての冷静な視点が新鮮。

現在だけではなく、戦前の資料やコミケットの成り立ち、それに関わる人達などのインタビュー

。

個人的には同人誌印刷屋さんの「オタクのインク」の話がツボでした。

商業より同人の方が絵が綺麗だったりしますからね。

JUGEMテーマ：JUNE/BL/ML
2010.03.31 Wed

http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://illustration.blogmura.com/
http://www.nicovideo.jp/watch/sm9585307
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


ポスタルキタ！と思ったら・・・。

本日、Amazonの通販で購入したものが本日届いていたので開けてみたらコレ。

「学園ヘヴン」というＢＬゲームでした。

実際購入したのは

「POSTALプレミアムパック ウルトラプライス版」

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000C0QZWA/nightow-yukiko-22/ref=nosim/


だったのですが、自分の名前が女だったので間違えたのでしょうか。

何だか見た瞬間、確認して笑ってしまいました。

でも、間違えてポスタルが手元に届いてしまった方もいるかもしれないのでそちらの方が心配。

なんか以前に、居酒屋で他の人が頼んだパフェが自分の所に来て、自分の頼んだ鳥唐軟骨がその

人の方に行ってて、お互いに苦笑いしながら交換してたのを思い出しました。

とりあえずこのヘヴンをやってみるかどうか悩み中です。

JUGEMテーマ：Amazon
2010.03.30 Tue

http://ec.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c91/513/


ノベルメイド用に作成中。

[小説投稿サイト]
DLサイト.comで始まった【ノベルメイド】に出してみようかなと思って素材を作成中です。

無銘文庫にて連載中の「はるかとかなた。」というかかなたのオマケ話になります。

主人公は双子の同級生【市森京太】　（いつも通り相方に名前を決めてもらいました）

名前付けてもらう前は「ラジ夫（仮）」でした。

いつもラジオを聴いているラジオっ子。

寮では双子の隣の部屋なので、隣の様子は聞いても聞かないフリ。

かなたより少し（数センチ）だけ背が低い。

内容はこんなカンジです。

http://keyword.blogmura.com/key00025052.html
http://keyword.blogmura.com/key00097889.html
http://maid.dlsite.com/top/index.php
http://mumei.org/public/
http://mumei.org/public/t1751.htm


いつも通りですが、そこまで激しいのは書きませんよ。

まだ始まったばかりのコンテンツなので。

一応内容の小説は書いてるんですが、画像がまだです。

いつも通りなんですが。

それにしてもこのノベルメイド、ゲームロード時間が激しく長い。

プレイ時間５分未満であっても、ロード時間はその１０倍ほどかかる様子。

ウチが未だにADSLなのもあるかもしれませんが。

これは画像をかなり軽くしないとロードイライラを引き起こしてしまうかも。

他のコメントもその事に触れていました。

【ノベルメイド｜肝試し】こちらがその中でも早くロード出来るもののようです。

これで早い方。

ちなみにこちらの内容は（あえて）おもしろBLです。
まだ作品は少ないようです。

　 　

JUGEMテーマ：自作小説
2010.03.30 Tue

http://maid.dlsite.com/game/gameDetail.php?ip=220
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://novel.blogmura.com/
http://novel.blogmura.com/novel_bl/
http://jugem.jp/theme/c231/4192/


東京都青少年健全育成条例について、フランスさんが一言あるようです。

フランスさんが助け舟。「規制の基準が曖昧で、著者や漫画の出版社との間で怒りを誘発してい

ます」文末には石原都知事の小説の内容にまで言及。

twitterでのこの呟きに対して翻訳して下さいという要請がありましたので、翻訳してみました。
文字数制限があるのでこちらのブログに翻訳文を掲載しました。

【原文サイト｜Tokyo veut sévir en matière de pornographie infantile】

▼翻訳文はこちらです。

（エキサイトや色々な翻訳ツールを使用しているので多少の誤訳はあるかもしれませんが、だい

たいの概要はお伝え出来ていると思います）

===============================================
【東京都　児童ポルノの取り締まり】

東京都ではマンガの中での児童ポルノに関する規則を強化する法案を可決する考えている。

芸術家コミュニティーではそれに対して不安が広がっている。

日本の漫画家と出版社は、煽動される関係を知っています。

東京都の市議は児童ポルノマンガの規制を厳しくする事を目指していたが、法案提出を６月に延

期した。

”仮想”のポルノならば、これは実際の人に対して行われたものではない。

これはほとんどの先進国では違法であるが、日本では常にこの問題に関して相対的に柔軟性を示

している。

児童ポルノの生産や配布所持は違法です、ただしこの地域の警察の捜査や逮捕者数の増加は弱い

ままです。

http://www.aujourdhuilejapon.com/actualites-japon-tokyo-veut-sevir-en-matiere-de-pornographie-infantile-7573.asp?1=1&Commentaires=1


それを変える事になりました。

市議会で出ている漫画の中の”子供のようなイメージ”とは「性的に挑発している」というあいまい
な概念で、存在しないアニメーション画像に対して厳しい基準を適用し、その外観によって適用

される場合があります。

この新しい法律は、”未成年者は所持を禁止します”というもので、これは強姦などの性暴力的な表
現の出版物も”有害”とみなされ、販売が禁止される。

今回の措置はまだ輪郭がぼやけていて、未成年に対しての明確な販売禁止措置は無い。

このプロジェクトはそれにも関わらず、漫画の著者や出版社の間で怒りを誘発しています。

今週始めに彼らの仕事に対しての有罪宣告を介して、いくつかの首都の通りで表現の自由の侵害

に対して、デモを行っている。

皮肉な事に、このプロジェクトのエコノミスト石原慎太郎は、未成年との性的で猥褻な話を

書き、1950年代に有名になった保守派の知事である。

=============================================== 
以上です。

日本語として成立してない箇所もありますが、それはフランス語の表現として捉えて下さい。

こちらのサイトに日本語として正しい文体で書かれたものが掲載されているようです。

【秋元貴之の電子辞書と電子書籍のブログ｜東京都、児童ポルノ取締り強化を検討】

知りませんでしたが、どこかの都市でデモをしていたのですか？

会見はUStやニコ動で見て知ってましたが。

日本ではポルノを規制してないけど、先進国では規制が当たり前って。

フランスに行った際に”無修正ポルノ”が堂々と深夜テレビで放映されていました。

別にペイチャンネルを見てたワケでも無いので、子供でも見れてしまう状態。

ドイツの童貞君がエロを得る為に必死になる映画（タイトル忘れ）でも深夜エロチャンネルで流

http://shacho.thoton.co.jp/?eid=971296


れているテレクラ（？）広告のナンバーに電話して大変な請求が来てそれで両親が大喧嘩、とい

うものもありました。

それにフランスの漫画博物館に行ったらカウンター前にこれもまた堂々と女性死体を死姦するエ

ロマンガが中身が見える状態で置いてありました。

フランスさんもドイツさんも、規制出来てないですよ。

それで考えると”国では規制していても市民レベルでは流通している”という事でしょうか？

さすがレジスタンスの国。

この記事で一番重要なのは「当の未成年に対しての明確な販売禁止措置は無い」という所じゃな

いでしょうか。

あと、もう一つ。

「日本で流通しているマンガのほとんどが児童ポルノである」とブラジルの会議で報告されたと

いう件がありましたが。

南米で４０歳台の日本人女性が高校生としてアイドル活動をしているというのを見た事があるの

ですが、普通にまかり通っていました。

つまり日本人女性の大半が”未成年”として認識されていて、女性を見ただけで興奮している南米
にとって全てがポルノに見えていた。

それで”全てが児童ポルノ”という結論になったんじゃないでしょうか？

追記：昨日（27日）のニコニコ生放送MIAU Presents ネットの羅針盤『大激論! 都条例改正案に
賛成? 反対?』にて、IOC(国際オリンピック委員会)役員が日本のポルノアニメについて言及してい
たらしい、という話が出ました。

という事は”石原都知事がオリンピック招致の為にIOCにコビを売ってこの法案を無理やり採決さ
せようとしている”というのが話の根本の模様。

http://live.nicovideo.jp/embed/lv13294470


冬季オリンピックが行われたカナダのバンクーバーはストリップ街だったというのに。

【カナダ学校生情報｜おすすめストリップバー教えてください！】

それともう一つ「IOCの公用語はフランス語、及び英語」です。

この騒動の元凶（らしい）IOCにこの騒動が伝わればいいですね。

　 　

　 　

　 　 　

JUGEMテーマ：twitter

2010.03.28 Sun

http://bbs.jpcanada.com/log/2/1472.html
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://comic.blogmura.com/comic_campus/
http://comic.blogmura.com/comic_bl/
http://comic.blogmura.com/comic_love/
http://foreign.blogmura.com/french/
http://foreign.blogmura.com/foreign_interpreter/
http://internet.blogmura.com/twitter/
http://love.blogmura.com/love_over10/
http://jugem.jp/theme/c3/9974/


ヘタリア・フランス×日本

オチあり完全版はこちら-FC2「画像あります」ヘタリア・フランス×日本-

その昔、日本にやってきたフランス人写真家がほぼ裸の海女さん達(その当時は若い子だらけだ
った)を見て「ここは天国だ！」と言ってフランス本国に向けてその写真集を出し、そのまま住み
着いてしまったという事があったんだそうな。

 画家のゴーギャン(フランス人)もタヒチを「天国」と言ってそのままそこに住み着いてしまってい

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/ga/he1.html


ます。

欧州ではかつてアフリカブームというのがあって、それで生まれたのがジュラシックパークの元

、マイケル・クライトンの小説「ロストワールド」だったんだそうです。

現在ではバカンス時期にフランス→アフリカ間の道路にキャンピングカーの渋滞が出来るほどの

人気。

ドイツ人はイタリア観光が好きですが、フランス人はエキゾチックなものが好きなようです。

JUGEMテーマ：ヘタリア

>チビ子さん
その時期にフランスにいけば有意義な時間をすごせそうですね

ですね。

7月のセール時期は海外からのお客さんが多いので注意です。
スリとか。

ホテルでジェントルマンなスリを目の前で見たのには驚きました。

>そして、本田の褌＾＾ステキです
本田にはトランクスじゃなくて褌だろうと本編を見てて思ったので、良かったです。

>名無しさん
>ヘタリア・フランス画像検索で一番にこの画像が表示されました。さすがにやおいでエロが一番
にくるのは不愉快ですので対策をとってほしいです。

不快な思いをさせてしまって申し訳ありませんでした。

申請通り最終コマを削除させて頂きました。

検索サイトでは訪問数が多いサイトがトップに出てくる仕様になっていますので、後はそちらが

検索されたであろう検索サイトさん側のログが消えるまで掲載は続いてしまいます。

それ以上の事はこちらでも対応し兼ねますのでご了承下さい。

2008年10月12日03時41分　投稿
2010年03月25日　　　　　更新

けっこう「ハチ公前」という検索ワードも凄い事になってたんですね。

カルバンクラインの下着CMだそうです。
2010.03.25 Thu

http://jugem.jp/theme/c189/5367/
http://images.google.com/images?q=%E3%83%8F%E3%83%81%E5%85%AC%E5%89%8D&rlz=1I7DAJP_ja&oe=UTF-8&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=en&tab=wi


東京都青少年健全育成条例を海外に発信するために。

「東京都青少年健全育成条例」というものをご存知でしょうか？

”日本の東京だけだから関係無い”と思ったら大間違いで、出版社や流通は東京に集中しています。

なので東京で規制されると、全世界の流通がストップするという条例です。

【東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト 】

それを一部のみ海外にも伝えられるように英語にしてみました。

ちょうどPCも携帯も2chの規制巻き添えになってしまってオピニオンが得られませんでしたので
、コレが正しいかどうか分かりません。

本文訂正には応じますので、その辺コメントとかお願いします。

規制によりコメントが書き込めなかった場合　こちら-FC2 一言送る。-　にお願いします。

====日本語版======================================
皆さんはご存知でしょうか、もうすぐマンガが読めなくなります。

東京都青少年健全育成条例　　"Tokyo youth health promotion ordinance."

この条例が決議されると、これらは規制されます。

・DORAEMON
・NARUTO
・DRAGON BALL
・One Piece
・REBORN!
・HELLSING
・D-Grayman
・TRIGUN
・BERSERK
・Maihime Terpsichora

などなど...

http://mitb.bufsiz.jp/
http://clap.fc2.com/post/tecnicaltypexxxa/?url=http%3A%2F%2Ftecnicaltypexxxa.web.fc2.com%2Fmain.html&title=%CF%A2%CD%ED%2F%B0%EC%B8%C0


なぜ規制されるかというと、出版社や流通が東京に集中しているからです。

規制されると流通が出来なくなるので、海外への流通も不可能になります。

この規制を進めている中にはキリスト教団体もあります。

「非実在青少年」というものを設定し、漫画のキャラクターにも条例を適応しようというもの。

この条例が制定されないように、日本の東京都議会議員に意見を送ってアクションを起こして下

さい。

都議会議員Webサイト｜議員名簿｜東京都議会
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/membership/link.html

言語は何でも構いません。

ご協力お願いします。

====English======================================
Does you know?
becomes impossible to read the cartoon sooner or later. 

東京都青少年健全育成条例　　"Tokyo youth health promotion ordinance."

When this ordinance is resolved, these are restricted. 

・DORAEMON
・NARUTO
・DRAGON BALL
・One Piece
・REBORN!
・HELLSING
・D-Grayman
・TRIGUN
・BERSERK
・Maihime Terpsichora

http://www.gikai.metro.tokyo.jp/membership/link.html


and more...

It is because the publisher and circulation of book have concentrated on Tokyo. 

circulation of book to foreign countries becomes impossible. 

There is Christian group while advancing this restriction. 
http://www.jca.apc.org/ncc-j/english/profile.htm

The one of setting "nonentity young person" and making ordinance ordinance enforcement to
cartoon figure.

To prevent the enactment of this ordinance, please send taken action with a Tokyo Metropolitan
Assembly rep of Japan.

都議会議員Webサイト｜議員名簿｜東京都議会
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/membership/link.html

Language can be anything.

Please cooperate.

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

もちろん海外の方々は日本国民でも東京都民でもありませんが（実際自分も埼玉県民なので非力

）海外から何か言われる事で何かしらのアクションがあるんじゃないかと思いました。

The coveやシーシェパード以上の問題。
（あのイルカは都市伝説かと思ってたし、クジラもマグロもほとんど食べてないし）

”文化”という、人が長い歴史をかけて培ってきたものが消えようとしているのですから。

追記：とりあえず海外の掲示板に掲載してしまいました。

それについてのレス（excite翻訳でざっと訳したので誤訳だらけですが）

「私達は既にこれについて聞きました。

http://www.jca.apc.org/ncc-j/english/profile.htm
http://www.gikai.metro.tokyo.jp/membership/link.html
http://boards.4chan.org/a/res/32157731#32157731


しかしながら、これは、私たち外国人がそれに関して何もできないための日本の問題です。」

「手紙を書くのはあなたの手の上に座るより良いです。←excite誤訳（メールを書く事は何もしな
いよりはいいです。だと思う）」

「うん、私たちはこれに関して数個の糸を持っていました。

ここに、チップがあります: 「若い人々の性欲化された描写」へのあいまいな禁止令が断ち切る議
会へのポイントは何10億の円輸出産業に害を与えました。」

など、色々と論議して頂けたようです。

拙な過ぎる英語力と自分の小物ゆえの伝わらなさがありましたが、小さくてもいわゆる"take
action(問題提起)"が出来てよかったです。

でも、本当に非力です。

キリスト教団体が法案ゴリ押しという事だったので、海外にチョロっとでも伝えられる手段があ

ればな。

という趣旨で作ってみました。

あとは３月１８日（木曜日）の都議会で条例撤回を祈るのみ。

まさか制定されるワケは無いとは思いますけどね。

※３月２６日追記

twitterでも呟きましたが、アメリカではなくフランスさんの方が助け舟を出してくれました。
Tokyo veut sévir en matière de pornographie infantile
http://bit.ly/9elKL1

「規制の基準が曖昧で、著者や漫画の出版社との間で怒りを誘発しています」

文末には石原都知事の小説の内容にまで言及。

　 　 　 　 　 　 　

　

JUGEMテーマ：社会の出来事
2010.03.15 Mon

http://bit.ly/9elKL1
http://game.blogmura.com/
http://game.blogmura.com/pcgame/
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://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://jugem.jp/theme/c7/1919/


価格改定しました。+新ノベルメイド

ＤＬサイト.comに出品していた作品の価格を改定しました。

2007〜2009年上半期イラスト集

以前は最低価格が４００円までしかありませんでしたが、１００円まで改定されてましたので下

げさせて頂きました。

このくらいの価格だと出しやすい。

でもノベルティが３：７くらいになります、もちろんこっちが３の方。

１：９の商業誌に比べたらまだいいかなとは思いますが…。

コレを書いている現在は申請中です。

２日後（３月６日）くらいには反映されるようです。

DLからメールが来ていたので価格改定したんですが、そのメールは新しいコンテンツが出来たと
いうメールでした。

それがコレ。

【DLsite.comノベルメイド】

http://hana.dlsite.com/dlaf/=/link/work/aid/tecnicaltype_a/id/RJ050549.html
http://hana.dlsite.com/dlaf/=/link/work/aid/tecnicaltype_a/id/RJ050549.html
http://maid.dlsite.com/top/index.php


まだ新しいのでバナーとかはありません。

そのくらい新しいコンテンツです。

”ノベルやゲームがWebで作れちゃう!「ノベルメイド」”

いわゆる「吉里吉里」がweb上で作成出来るという事らしいです。

しかも画像は用意してあるものを使えるという事なので、自分は小説スクリプトを考えるのみだ

そうです。

そこで絵の描ける人は”画像のみ参加”というのも可能。
同じようにBGMのみとか、背景のみなど。

それら全てが無料。

有料販売でも最低価格が１０円からとなってるので、短編をちょっとづつ出していく事も可能。

ジャンルも男女、一般ともあるそうです。

まず始めは男性向けの方が多そうですが。

　 　

　 　

JUGEMテーマ：イラスト・同人
2010.03.04 Thu

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=491
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://game.blogmura.com/
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://novel.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c199/5547/


桜の開花と昨日の強風。

[桜]

昨夜の強風で棚の上に置いていたブルーベリーの鉢が木っ端微塵になりました。

花もついてたのに、開花するかどうか分からなくなりました。

追記(4月23日)：鉢に衝撃がかかったのもあるのですが、4月なのに降った雪や霜で花は開きません
でした。

いっぱい付いていたのに、残念。

http://keyword.blogmura.com/key00007855.html


近所の桜も咲いていたのに、散るんじゃないだろうか。

春の強風（春一番）の原因は

「冬の高気圧の勢力圏が北に後退し、冬と春を分ける前線が日本の上に来て、その上を低気圧が

通るため。」

だそうです

参照：【気象メモ　春の強風】

綺麗ですね。

http://homepage3.nifty.com/ikedak/bunsyo/kishou/body093.html


でも、去年に比べて花の色が薄いような気がしました。

▼今年　2009.04.01 Thursday



▼桜の（遅延）報告　2009.04.16 Thursday

こちらは夜なので色調が薄くなってます。

▼今日の桜　2008.03.26 Wednesday



こちらと比べると分かりやすい。

▼さくら（遅い）　2007.04.11 Wednesday

ライティングの側で撮りました。

右側のは月です。

時系列で掲載してみました。

4月の中頃で（遅い）となっているので、だいたい3月の後半ぐらいで開花している模様。

JUGEMテーマ：桜の写真

2010.04.02 Fri

http://photo.blogmura.com/p_plant/
http://jugem.jp/theme/c313/3343/


twitter bot GENERATORの使い方。

2011年4月2日追記：【ついぼっと（旧twitterボットジェネレーター） 使い方【改訂版】】

botの作り方サイトを見て回ると面倒なプログラム構文がダーっと羅列されていたので作るのはム
リかな…と思ってたんですが。

簡単に作れるサイトを発見。

twitter bot GENERATOR

テキストを入力するだけでbotが作れます。

複数botを持つ事も可能。

このサイトはテスト公開中だそうですが、もうすでに”総ボット数:20700”になっています。（2010
年4月25日現在）

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=633
http://twittbot.net/


・通常のつぶやき。

・つぶやきへの返信（「おはよう」と受け取ると「いまは12時だｺﾞﾙｧ」と答える。など）
・ランダムつぶやき（返信条件に合わなかった場合の呟き「分かりません」など）

・日時指定で呟く（1月1日00:00に「有料放送でさだまさしなう。」など）
・曜日と時間指定で呟く（月曜日00:00に「げつようびがやってきた。」など）

基本機能はこのくらいです。

設定画面では

・一時停止機能

・ランダムで呟くか登録順で呟くか

・呟く間隔が30分、1時間〜1時間きざみ〜24時間まで
・夜間つぶやき停止（0時〜7時の間）
・ハッシュタグを付ける（#GUNDAMなど）
・フォローしてくれた人に自動的にフォロー返しする。

・サイトをリストに表示する（サイト内の一覧に表示させる）

以上が設定出来ます。

その他、使い方。

▼複数のつぶやきを登録。

一個づつ登録していくのが面倒な場合「複数行登録」という事が出来ます。



一行づつ

「返信登録」の場合、会話の間に半角英字で”,”を入れる。

どうしたの,どげんこげんもなか。
寒い,すーすーす…。
ちょうだい,とっとーと！

▼bot同士で会話させる。

※後日追記※

どうやら上手く返信を終わらせる事が出来ないようなので、こちらではbot同士の会話は不可能と
いう結論でした。

例　@sampleA_bot と @sampleB_botの「ぬるぽ」「ｶﾞｯ！」会話。

sampleA_botの編集画面「つぶやき登録」か「時間指定」などで
「@sampleB_bot ぬるぽ」と呟くように登録。
sampleB_botの編集画面「返信登録」で
「ぬるぽ」を受け取ったら「ｶﾞｯ！」を返す。登録。

コレで会話します。

ここで重要なのが、会話のきっかけになる方は「@ID」を付けて、受け取る側は返信文に「@ID
」を含めない事。

いま現在自作botの返信が上手くいってないのでこの項目だけは未確認です。
追って追記したいと思います。

▼相手の名前を言わせる。

{id} はTwitter ID に、{name}は名前に置き換えます。
とあるので「返信登録」「ランダム返信」で

「ただいま」を受け取ったら「{name}さん、後ろに誰かいますよ。」を返す。
　　　↓

花子「ただいま」「花子さん、後ろに誰かいますよ。」になる。



「はじめまして」を受け取ったら「{id}って…こ、こんなIDにしたんですか…ﾌﾟｷﾞｬｰ///」を返す。
　　　↓

love_for_all「はじめまして」「love_for_allって…こ、こんなIDにしたんですか…ﾌﾟｷﾞｬｰ///」

というように使います。

これ以外に何かおもしろい使い方あったら教えて下さい。

この記事を書いている途中、仕様が変更されてもうちょっと幅広く見られるようになりました。

twitterで２つほどBOTを作成させて頂いて現在稼動中です。

アキラbot

克哉bot

克哉の方はまだ一言も喋ってません。

会話作成中。

アキラとの掛け合いとかを作っていく予定です。

話しかける事は出来ますが「寝るなう」などの固定した単語にのみしか反応しません。

「梅干」「納豆」「お味噌汁」などの食べ物単語にも反応します。

作った時にお腹減ってたんで。

http://twitter.com/kgwAKIRA_bot
http://twitter.com/je_katuya_bot


いまさらですが「botって何？」
↓という方はこちら

【twitterでずっと仲良くしていた人がbotだった】

爆笑問題の事務所の社長、太田光代さんもbotと仲良く話していた事があったそうです。

ＳＦの世界が現実になったカンジですかね。

twitterアカウントを複数取る場合、メールアドレスが複数いるので転送メアドなど。
【無料転送メールアドレスサービスCLUB BBQ】
この辺がオススメです。

メールに広告が付いてきますが、自分が見るだけなので問題ありません。

　

JUGEMテーマ：twitter
2010.04.25 Sun

http://d.hatena.ne.jp/coconutsfine/20090309/1236611519
http://www.clubbbq.com/freebbq/about.html
http://internet.blogmura.com/netservice/
http://pckaden.blogmura.com/digimono/
http://jugem.jp/theme/c3/9974/


pixivやコスプレ系サイトが出会い系として紹介される。

「裏モノJAPAN」という出会い系雑誌にて、アニメやマンガのファンが集まるサイトが”出会い系”
として掲載されました。

鉄人社刊　「裏モノJAPAN」
問合せ先：鉄人社online-お問い合わせ

▼掲載されたサイトの注意勧告

pixiv
[見知らぬユーザーからのコンタクトについて]

Cure
[勧誘行為に関してのご注意]

コスアカ

[突然の勧誘にご注意下さい。]

COS×NET
[違反メール·書き込みや勧誘にご注意下さい]

サーパラ掲示板

※サーパラだけ注意勧告がありませんでした。

togetterにその経緯がまとめられています。
【コスプレ写真投稿サイトやpixivなどが雑誌で実質出会い系サイトとして載った件】

実際に被害者も出ているようです。

http://bit.ly/atTYMP
https://tetsu692.securesites.com/xoops/html/modules/liaise/
http://www.pixiv.net/info.php?id=321
http://cure.livedoor.biz/archives/51053143.html
http://www.cosp.jp/info.aspx#info241
http://cosxnet.org/info_100422.htm
http://togetter.com/li/15953


（下記記事参照）

ゴールデンタイムズ

雑誌「pixivは割りきってすぐに遊べる入れ食い出会い系サイト」
2chのログをまとめたサイト。

手口としては

▼コスプレイヤーの場合

「コスプレ写真を撮影」

　　　↓

「”色々教えて欲しいので”と言ってメールアドレスを入手」
アニメの話を口実にアポると、後日簡単にラブホに連れ込めるとあります。

▼絵描きサイトの場合

「フォロー0の寂しい絵描きの絵をとにかく適当に褒める」
　　　↓

「レスが来たらお友達になりましょうと誘う」

　　　↓

「メールアドレス交換を持ちかける」

というものです。

画材屋に行きましょうと誘い、これもラブホに連れ込むというもの。

他の携帯日記出会い系サイトと同じく、中高生の子供が被害に会いやすい。

（マンガやアニメのファンは若年層が多い為）

分別のある大人が利用して事件に巻き込まれた所で自己責任なのですが、どういう事かも知らな

いでホイホイついてって被害に会う子供を増やすような記事だったので。

しかしながら大人であっても、この辺のサイトに登録しているような人はそういった事に対して

のんびりしている人もいる為、知らずに被害を受ける可能性もあります。

http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/51474051.html


しかもこの記事で紹介されている方法は出会い系サイトそのものとは違うので規制もしにくく、

実際の人に会って会話で騙す手口なワケなので違反報告という事もしにくい。

なので個々人が注意するしかないのが現状のようです。

mixiも一時的に資料閲覧の為に入ってみましたが（もちろん今はアカ消滅）出会い系宣伝用アカウ
ントの人（？）がかなり足跡をつけていました。

どれも若く派手な女性の写真を使用したもので、★や絵文字を多用している点が共通。

mixiの勧誘手口は
「マイミクになって下さい」→「こんなおもしろいサイトがあるんですよ、私もハマって

ます」→「出会い系に誘導」

というもの。

こちらの被害者は主に成人男性ばかりなので、自警して下さいと言うしかありませんが。

それにしても例のtwitterドラマと言い
「twitterドラマ「素直になれなくて」による風評被害とか」

人と会話が出来るツール→出会い系→ヤれる。

という思考回路になるのか謎です。

実害が出ているので名誉毀損やもあるのではないかと。

それに子供が被害に会う事が予想されるという事で↓

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

この辺に該当するのでは。

この辺を思い出しますが

【マスコミ】 毎日新聞 「日本の品位を傷つけてしまった」…変態報道で日本ユニセフに謝罪。募
金停止で「実害」

お前が言うな、も含めて。

http://togetter.com/li/14650
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
http://kuromacyo.livedoor.biz/archives/438904.html


とりあえず経過を見守りたいと思います。

後日追記（4月25日）
調べて見たら昔からあったんですね。

【ちゆ12歳｜◇『ムー』読者ページの“前世少女”年表◇】

こちらは「ムー」という雑誌に載っていた「文通相手募集欄」の記事です。

この中の記事に

”１０月号の投稿によると、１７歳の女の子が「ムー」の文通コーナーで超能力者の女の子と知
り合ったと思ったら、実は相手の正体は超能力少女のフリをした中年男性で、「私が告訴したら

、あなたは１５年の罪になる」「家に遊びにきてくださいね。泊まりにきてくださいね」などと

言われたそうです。”

いつの時代にも同じような人は居るんですね。

　 　

　

JUGEMテーマ：漫画/アニメ
2010.04.23 Fri

http://tiyu.to/permalink.cgi?file=n0703_sp1
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://taste.blogmura.com/cosplay/
http://photo.blogmura.com/p_cosplay/
http://jugem.jp/theme/c189/26/


アイスランド大噴火。

今日は寒いですね、こっちも朝起きたら外に雪が積もってました。

でもヨーロッパは雪どころではありません。

写真：nationalgeographic

上空写真、雲の上からも火山灰。

先ほどNHKを見てみても、日本の旅行者の事か輸入がどうのという事にしか触れていなかった
ので。

噴火の場所はこちら

リンク: Eyjafjalla Glacier, アイスランド

火山１個が爆発したのではなくて、その周辺全体がモクモクしているとか。

規模が違いますね。

過去にアイスランドの火山の噴火がフランス革命のきっかけになったという事を思い出したので

すが、それがスポニチ記事に出てました。

【スポニチ｜アイスランドの火山噴火　長期化で気温低下の懸念も】

「過去の火山災害では、１７８３年のラキ火山の噴火が有名。気温低下によって大規模な飢饉が

起き、フランス革命のきっかけになったとの説もあるという。」

その時代の文献に、火山灰は日本にまで来たという記述もあります。

http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=2010041504&expand&source=gnews
http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=s_q&hl=ja&q=Eyjafjallaj%C3%B6kull,+%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89&sll=65.109148,-14.974365&sspn=1.308709,4.801025&brcurrent=3,0x0:0x0,0&ie=UTF8&cd=2&geocode=FQ_kygMdmdjU_g&split=0&hq=&hnear=Eyjafjalla+Glacier,+%E3%82%B5%E3%82%A6%E3%82%B9,+%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89&ll=63.727831,-19.401855&spn=0.688119,2.400513&t=h&z=9&iwloc=A
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100417086.html


桜島の火山では２ヶ月ほどその状態が続いていたので、多分数ヶ月続くのでは？

専門家ではありませんから推測ですが。

この時期の数ヶ月ずっと火山灰が降り注ぐって、農業国のフランスが大変な事に。

twitterでの発言のまとめ。
【アイスランド火山噴火とヨーロッパ空港への影響まとめ（10/4/15〜10/4/16 19:00GMT）
｜togetter】

イギリス上空の飛行機が全て消えている画像がありました。

ヨーロッパのベラルーシやウクライナ方面の空港も閉鎖されているようです。

そろそろモスクワも閉鎖？

と思ったらニュースで見た火山灰の範囲がちょうどモスクワだけを避けてました。

おそロシア。

しかしこんな騒動の中、当のアイスランドはノーダメージのようです。

ニュース参照。

偏西風の流れが首都のレイキャビックとは反対方向に流れていて、ヨーロッパの方がとばっちり

を受けている。

黄砂も日本にどさっと来ますしね。

JUGEMテーマ：環境問題
2010.04.17 Sat

http://togetter.com/li/14617
http://overseas.blogmura.com/europe/
http://jugem.jp/theme/c9/739/


ロシア国歌の空耳。

ロシア連邦の国歌　「祖国は我らのために」

の歌詞を日本語空耳で書き出してみた。

注意※空耳であって、当然正しいロシア語訳ではないです。

【ニコニコ動画】ソ連・ロシアの国歌　ロックアレンジ　フルバージョン

 ↑元ネタ

暮らし、休み、死刑なぁ〜

やんな、シャア★ゲル、ジュラーバ

熱いや料理、早っ

なぁ、札造らんな〜

マグロ車や、靄（もや）

桐ヶ谷、相撲魔

マヨ出したんや、イヤね

なんか、スゲー　ブレーメンな

ＳＭＡＰ★やー地デジ、怖っ！

何故っすかボンバＹＥＡＨ

プラスチックか、ローランさん、要素メタボ

プレイ★カービィ

大麻やー！

もう暮らすな、露女や

スクラップさ、造ろうな

もういいだろ、人生だボーイ！

あゆ死に、ＭＹ★ＹＥＡＨ

カバヤ、矢原や

襷（たすき）より砂足で、理恵さぁ、威張りゃー

危な〜手ぇだしゃＹＥＡＨ★ＣＨＥ！

危な〜手ぇ痛かや！

神ミハヤ（ゴルビーの別称）もが

嗅ぐな〜野次馬や〜

ＳＭＡＰ！Ｊａ！チェンジっすコア

なんですか、大きな家

プラスチックか、ローランさん、要素メタボ

プレイ★カービィ

大麻やー！

http://www.nicovideo.jp/watch/sm4658027


もう暮らすな、露女や

桜さ、桜な　ウェイだろ！

陣痛だ、ヴォォォ〜イ！

白きプラス糖

ヤギ指定、いい暮らしっすね

ずりぃ釣り、でも教えない

ハンガリーは浴衣

ナンシーんだよ、情けないっす…葦の家
格好いいワタル★ＹＥＡＨ

ティーカップ、オー！決戦だ！

ＳＭＡ〜Ｐ！シャアァ〜！

ジェスチェス・コア、なぜ座らん、ど〜んな家？

プラスチックか、ローランさん、要素メタボ

プレイ★カービィ

大麻やー！

もう暮らすな、露女や

ＳＭＡＰ、先は作らんな〜

Ｗｉｉだろ、爺さん多忙

========================Конец

▼オーケストラ合唱バージョン

【ニコニコ動画】ロシア連邦国歌「ロシア連邦国歌(祖国は我らのために)」
途中の歌詞が上のと違っているのかちょっと合わない箇所があります。

これで覚えられる、というか覚えて何にもならないんですが。

空耳で覚えるロシア語講座っぽいものでした。

　

JUGEMテーマ：ロシア
2010.04.17 Sat

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1119842
http://overseas.blogmura.com/russia/
http://music.blogmura.com/minzokumusic/
http://jugem.jp/theme/c149/4872/


世界一スケートの上手い芸人-エフゲニー・プルシェンコ-

エフゲニー・ヴィクトロヴィチ・プルシェンコ

「ロシア」ワードでニコニコ巡りをしていたら、例のふつくしいプルシェンコ動画をぼちぼち

発見。

プルシェンコといえば。

”エキシビジョンの前に真央ちゃんに駆け寄って行って「キスしてくれ」とアプローチして頬
にチューしてもらって大はしゃぎで写真撮ってもらってそれをこっそり見ていた日本のマスコミ

に追求されると「違うんだ、真央の方からキスしてきたんだ〜僕は既婚者だから勘弁してくれ〜

」とか言ってた恐妻家ロシア人”

というイメージでした。

それがコレ↓

お酒も入ってないのに大はしゃぎのロシア人。

世界一スケートの上手い芸人

コラでも何でもない本物です。

やたらとマッチョなのはボディースーツは肉襦袢というやつです。

他にもオムツスケートもありました。

【ニコニコ動画】プルシェンコ　おむつでSex bomb -baby version-

色々なコラ素材としても使われています。

その”せっぽん”ことsexy bombのレクチャー動画も発見。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm12529
http://www.nicovideo.jp/watch/sm73383


やっぱりミツンコーチが考えたんですね。

そして　本人公認　のコラ画像集。

【ニコニコ動画】プルシェンコに捧ぐ 〜ユルユルまったりアホコラ集〜 パート１

どうやらご本人（プルシェンコ）がこの動画を見たようです。

ニコニコ大百科（仮）のプルシェンコの項目に「まさかの本人公認」とあります。

ロシアにある日本式の銭湯で風呂上りにプレステでウイイレやってるくらいですから。

それのコラ画像第二段こちら。

【ニコニコ動画】プルシェンコに捧ぐ 〜ユルユルまったりアホコラ集〜 パート２

【ニコニコ動画】で”プルシェンコ”検索

他にも女装だの、向こうの”すぽると”のような番組で色々と出てきます。
ロシアの番組の進行はカオスです。

寿司食べてたかと思ったらいきなりサッカーが始まってみたり。

【ニコニコ動画】プルシェンコ出演の謎のバラエティ番組

google画像検索でプルシェンコを検索してみたら、あのせっぽん金色がトップ画像でした。

これらのプルシェンコ画像を見つけた時は、何だかテニミュの画像を見つけた時と同じようなカ

ンジがしました。

小島のオジキはライサチェック贔屓でしたが、ジタバタするプルシェンコもいいぞ…と思ってま
したけど、ジタバタどころの騒ぎじゃ無かったんですね。

http://www.nicovideo.jp/watch/nm3913699
http://dic.nicovideo.jp/a/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B3
http://www.nicovideo.jp/watch/nm5109001
http://www.nicovideo.jp/tag/%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B3
http://www.nicovideo.jp/watch/sm9966947


バンクーバーの前から知っていれば…。

それとあと

このsims2のロシアさんがプル様に似てるんですよね。

【ニコニコ動画】【APヘタリア＠Sims2】 ロシアのお花屋さん (1)
最後に”せっぼん”あり。

そして２代目宇宙人を期待されているのが、この美少年ガチンスキー君。

【ニコニコ動画】アルトゥール・ガチンスキー　2004年EXアダムス・ファミリー

しかし…
現在は身長も175cmになって普通にロシアの悪ガキのようになってました。
時間って怖いですね。

JUGEMテーマ：ニコニコ動画

2010.04.04 Sun

http://www.nicovideo.jp/watch/sm9741911
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1858469
http://sports.blogmura.com/skating/
http://jugem.jp/theme/c95/318/


ヘタリアsim枢軸家編

枢軸でプレイ…。

と思いましたが、祖国はアジアプレイ用に別家へ。

なので、今回はオーストリア貴族に入ってもらいました。

作りこんだ中庭。

貴族を迎えるにあたって中庭をこれでもかというくらい飾り付けてみました、が。

貴族が見当たらない。

と思ったらプールの方に。



ピンクの水着と、荒ぶる貴族。

みんなもプールに来ました。

ウチは基本、自由行動です。

よっぽどでもない限りこちらから指示はしません。

なのでたまにとんでもない行動をします（勉強倒れ、道路で寝てる、シャワー壊したまんま、台

所がカオス等）

来てもらった。



３人だけだと何なので色々と。

にーにーとチェス

色々と付き合ってくれる面倒見のいいにーに。

そこでまた貴族が見当たらない…と思ったら。



貴族のために作った中庭を気に入ってくれたようで、リクライニングシートでゆったりしていま

した。

気に入って頂けたようです、良かった。

日も落ちてきて数人が帰り静かになったと思ったら、イタリアとにーにーが…。

にーにが中国４千年の奥義を発動していました。

しばらくキョロキョロした後、普通に水の中に入って泳いでいました。

そして行動がシンクロする元夫婦。

※親戚でした。



実は、体力が回復するコーヒーメーカーを置いていて勝手にそれで回復しているのでほとんど寝

ません。

ちょっと怖いです。

イタリアのチェスにつきあうドイツ。

一生懸命頑張るイタリアを見て＋になるドイツ。

ただ単にチェスが好きなのか。

よしよし、と眺めているのか。

みんなで風呂。



手前のは髪を下ろしたドイツ？と思いきや近所のディーノさんでした。

ドアが勝手に入ってくる仕様なのでいつのまにか知らないゲストも来たりします。

▼来るものを拒まないドア

そして風呂から上がって服に着替えたのですが。

風呂メンバーの服が変わってる。

貴族が指輪のエルフでイタリアが学ラン。

似合うので放置です。

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


そういえば貴族はプールから上がった時点ですでにエルフでした↑ずっと上を参照↑

ようこそ日本。

パーティ嫌いな日本が来てくれました。

たまに断ってきたりする。

sims2動画でもアメリカの誘いを頑なに断るという事があります。
違うデータの筈なのに、全て性格がリンクする祖国。

廊下に変なものが…。

カメラを横に持って行くと、貴族が荒ぶっていました。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm8722834


このあとクラクラになるまで必死にノーム作っていたので、強制的に止めさせてポッケにナイナ

イして頂きました。

作っても作ってもはと時計…はドイツですね。

ブーイング。

皆が帰って３人になったところでイタリアが急に歌い始めましたが、スキルが低いのでブーイン



グでした。

「まるかいて地球」を入れておけば良かったのでしょうか。

▼その他、連合とか。

いつまとめるか分からないもの。

アメリカの家にて。

腕枕をするベッドにて、先に寝ていたアメリカのベッドに入っていくリトアニア。

でも結局リトとイギリスがくっつきました、何故。

深夜、アジア家にて。

以前掲載していたのを忘れてた、ファイヤー紳士。→【主に連絡用（仮）｜御衣香桜さんが〜】

眉毛が深夜に起きてきたので見守っていたら料理をしはじめ、案の定の火事。

アジア住宅なので、すぐ飲めるティーセットが無かったから料理をしはじめてしまったのかも。

ごめんよ紳士。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B001PRR8DE?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B001PRR8DE
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=534


そのあとホッとしたのかちゃぶ台で一杯。

本当はドールハウスを改造したオブジェクトなので「キャッキャ♪」と笑っています。

まるで妖精と遊んでいるよう。

やっぱり期待を裏切らない紳士でした。

●ちゃぶ台ドールハウス

どうやら体力が回復するようです。

　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル

2010.04.15 Thu

http://gyoiko.sakura.ne.jp/
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


プルシェンコ動画（プルプル動画）

昨日のスターズオブアイス2010の裏でこんな素敵なイベントがあったようです。

【ニコニコ動画】【間近で】2010/4/11　KOI　プルシェンコ【腰振り】
ロシアの方でしょうか。

うらやましい。

↓この動画をtwitterで呟いたら、タイミング良くロシアさんからの呟きが。

ロシアさんがドン引き。

ドン引きされてもがんばる。

【ニコニコ動画】プルシェンコ sex bombのgdgd練習風景

後半に　gdgd”せっぼん”　まさに公開処刑画像。
萌え袖でフニフニしてる所が見所です。

ロシアの番組はカオスです。

【ニコニコ動画】Star Ice - Believe (2008.9.27)

おもロシア。

プル動画ではおなじみの３人の特技を混ぜすぎな”ビリー部”
歌い手さんが何故か滑ってる。

ヴァイオリンを弾いているマトンまでもがスケート靴でしかもヨロヨロしていて、ストラディバ

リウスが心配になる動画でもあります。

曲に合わせて体が動くプル。

部員募集中です。

それと、以前言っていた”プルの言い訳画像”ですがこちら。
【ニコニコ動画】浅田真央とプルシェンコｔ

http://www.nicovideo.jp/watch/sm10367357
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100412_614928.jpg
http://www.nicovideo.jp/watch/sm336554
http://www.nicovideo.jp/watch/sm4766723
http://www.nicovideo.jp/watch/sm10156970


「リンクの外では小学生 by荒川静香」

なぜかプルの言い訳の所が紙芝居なのはどういう事なのか？

NGプル。

あと、恐ろしい日本の素人インタビュー。

プルシェンコ　お茶の間に！！　トリノ五輪2006

コレはコメント含みハラハラ動画なので、そのまま弾幕動画で置いてみました。

タグには”プル用NGワードを連発する動画”や”それは訊いてやるな×3”など。

海外の方がゲストの時の日本の番組は見ているとハラハラするものばかりです。

ごめんプル。

日本の変なインタビューががネタになった海外のお笑い番組もあるぐらいですので。

（なぜか”好きな食べ物の話”と”好みの日本人女性or男性”の話しかしない等）

日本人のモノマネで”異常な高音で英語を喋る”というのもあります。
女性だけでなく男性も声高いですからね、中国ほどでは無いですが。

今の所海外メディアで見るアジアといったら日本なのでそうなるのかも。

色々と、日本のこと嫌いにならないで下さい。

文化の齟齬です。

　

UGEMテーマ：ロシア
2010.04.12 Mon

http://www.nicovideo.jp/watch/sm10339701
http://sports.blogmura.com/skating/
http://overseas.blogmura.com/russia/
http://jugem.jp/theme/c149/4872/


萌えネコ写真館

[猫]
前々からブクマしてましたが、先日ネコの写真を投稿してみました。

【萌えネコ写真館】

サイトのトップに出てきた２枚の写真の好きな方をクリックして投票していくという、単純明快

なサイトです。

そこで下の数点を投稿。

まるこ

http://cat.piq.jp/prof.php/5026

このあと蹴り落とされました。

http://keyword.blogmura.com/key00020890.html
http://keyword.blogmura.com/key00015001.html
http://keyword.blogmura.com/key00000567.html
http://cat.piq.jp/
http://cat.piq.jp/prof.php/5026


http://cat.piq.jp/prof.php/5029

ミャウリンガル

http://cat.piq.jp/prof.php/5027

なまけもの

http://cat.piq.jp/prof.php/5029
http://cat.piq.jp/prof.php/5027
http://cat.piq.jp/prof.php/5028


http://cat.piq.jp/prof.php/5028

猫の影

http://cat.piq.jp/prof.php/5031

びっくり平助

http://cat.piq.jp/prof.php/5030

当日だと結果が分からなかったので、数日経ってからココで紹介してみました。

DSを蹴り落とされた画像が一番人気のようでした。

もちろんそのDSは今でも問題なく動作しています。
made in 任天堂　なので当たり前です。

http://cat.piq.jp/prof.php/5031
http://cat.piq.jp/prof.php/5030


↓今回、新たにこちらも投稿してみました。

哀愁の背中。

http://cat.piq.jp/prof.php/5046

よく見ないと見えない袋の中身。

（この写真はココのブログ用に中身を見えやすくしたバージョンです）

http://cat.piq.jp/prof.php/5047

1歳になりました。

http://cat.piq.jp/prof.php/5046
http://cat.piq.jp/prof.php/5047


http://cat.piq.jp/prof.php/5048

こちらのサイトは、いつも気づいた時に投票させてもらってます。

猫の飼い主さん専用サイトというようなカンジですね。

　

JUGEMテーマ：にゃんこ

2010.04.10 Sat

http://cat.piq.jp/prof.php/5048
http://cat.blogmura.com/
http://cat.blogmura.com/kijitora/
http://jugem.jp/theme/c154/1224/


sims2ラインナップ。覚書

ニコニコ動画にてシム動画を見ているとsims2の動画が結構増えてきていたので、なんとな
くsims2も欲しくなってきて調べてみたら出てるソフトが多岐過ぎてよく分からなくなってきたの
で自分の覚書用にまとめてみました。

※電子書籍版ではリンクが表示されませんのでご了承下さい。

・まず始めに。

sims2を導入するにあたって、そのソフトが動作するかどうかを確認しておく必要があります。

こちらの”ボディーショップ”というシム2のスキン表示を確認するソフトをDL。
【ザ·シムズ2（公式）ボディショップ】

クリックすると画像が開きます。サイズは原寸大です。

公式サイトに置いてあるのでインストールして、これが起動したらだいたいsims2は動くそう
です。

▼基本とデータセット

ザ・ジムズ2
本体のみ。

ザ・シムズ2プラス
『ホリデーパック』という新

オブジェクトが約40種類プラ
スされたもの。

ザ・シムズ2ダブルデラッ
クス!
拡張パック『ホットナイト

!データセット』と追加アイ
テム『ホームパーティーパ

ック』のセット。

上記いずれかをインストールしないとsims2が始まりません。

http://www.thesims.jp/thesims2/download_bodyshop.html
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100409_613939.jpg


普通に「ダブデラ」でしょうが、軽くしたければ「ザ・シムズ２」のみでもOK。
でも価格がどれも同じ。

▼拡張パック

シム1でいうマジカルやスタパラといった拡張パック。
1と同じようなものもあります。

キャンパスライフ！

学生から始めると寮か賃貸から生

活がスタート。

食事はカフェテリアでタダ飯。

かなり勉強に時間を取られるのが

難点との事。

ホットナイト！

（ダブデラに同梱）

自分の車で出勤が出来るよう

になりました。

デートも出来るし、ドライブ

やボーリングにも行ける。

ハッピーショップライフ！

お店を経営出来ます。

店員さんを雇ったり解雇し

たり、仕入れたり、雑誌

に載ってランクが上がっ

たり。

エレベーターが追加され

ます。

ペットライフ！

犬猫/小鳥/熱帯魚/ラット、ゲーム
が進むとオオカミも飼える(?)
犬猫が仕事をしてお金を稼いで

くる。

ペットが無駄にフル3DCG

シーズンズ！

季節があるパック、雪合戦や3
つ玉の雪だるまが作れたり日

焼けで真っ赤になれます。

ガーデニングも出来たり雨

も降って雷なんかも落ちて火

事になったりもします。

食べ残しが保存出来る？

トラベラーズ！

休日旅行、シム1で言う所の
バケーション。

南国・山・アジアの3ステー
ジあってアジアではヨガで

浮いたり消えたり。

アジア人はなぜかすぐにカ

メラを構える、欧米の偏っ

たアジア観が見所。

フリータイム！

結構遊べる拡張パック、近所の人

も一緒に時間が経過したり公共地

区に徒歩移動出来たりUFOに攫
われたり。

秘密の会員制クラブに招待される

ようです。

ビリヤードや鉄道模型など遊びも

充実。

アパートライフ！

賃貸で共同生活、最大4世帯。
環境により様々なアパートが

あり、歯も磨く。

大家さんが掃除をしてくれる

ので便利、魔法が使えるのが

この拡張パック。

収納ベッドがあったり、自販

機でお菓子が買えます。

▼追加アイテム



シム1にはありませんでしたが、家具や洋服などのオブジェクトなどのパックです。
一般サイトからのダウンロードで事足りるような気もしますが、マンション&〜は大物アイテムも
あるので余裕が出来たら購入してみるのもいいかもしれません。ファミリーパック

追加60点、服・家具・ガーデニング用品など。

ゴージャスパック

ドレスに紳士服。

ポップアート・ユニット式ソファ・高級ステレオ・絨毯など60点追加。
シムからシムに指示の機能。

ウィンターパック

クリスマスや日本の正月アイテム20点、家具や衣装60点。
世界の冬イベント用アイテムが揃っています。

『シーズンズ！』と一緒に購入した方が良さそうです。ホームパーティパック

(ダブデラに同梱)
結婚式用アイテム。

H&Mファッションパック
2007年の最新ファッションです。
『ハッピーショップライフ!』のブティック経営セットというカンジ。
ティーンエイジャーパック

海外ではゴスロリではなくゴスパンクなんですね。

サーフボードなど、ポスターが充実してる模様。

でも、自分でも作れますよね。

キッチン&バス
インテリアデザインP
ガラスのシャワーや流し台など、センスの良いキッチンが作れます。

キッチン小物など、どこかのセンスの良いシム1オブサイトで見たようなデザインの流しなんかが
あります。

コレだけは購入オススメです。

エプロンもあります。

IKEAホームパック
IKEAのシンプルな家具が好きなようであれば。
マンション&ガーデンパック
豪華な庭を作成出来ます。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000NZ8L1C?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B000NZ8L1C
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000EFQY3I?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=B000EFQY3I


欧羅巴の映画で見るような開いた階段や飾り窓などの豪邸オブが充実。

調べた限りではこんなカンジです。

今のPCなら問題なく動くのですが、やっぱり低スペックだと人数やオブを増やすと重くなります
。

このくらいなら綺麗に動くようです。

【ドスパラ｜Galleria ザ・シムズ2｜推奨モデル】
ココでもあるようにやっぱりＸＰの方が上手く動くようです。

VistaだとセキュリテイのUACを切らなきゃいけないのが面倒なようです。

それ以降のPCでの動作状況についてはこちら
【シムパーソンデータ倶楽部｜Windows7への質問】
Vistaよりは7の方が動くようです。

　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル
2010.04.09 Fri

http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_detail.php?h=g&f=g&m=g&mc=895
http://bb2.atbb.jp/pepti/viewtopic.php?t=387&highlight=vista
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


ラトビアナース

追記：twitterで以前つぶやいた「というかむしろラトビアさんに怒られるべきだと今思った
。http://bit.ly/b7gl0U」から。

下記の日テレ記事リンクが当然のように切れていたので「らばＱ」さんの方のリンクを貼ってお

きます。

【らばＱ｜看護婦コスプレから手術台まで…、海外の病院風レストランがある意味凄い】

日テレの記事より正確で詳しいです。

ニュースの放送時間制限や、局のサーバー容量制限が無いので詳しい記事がじっくり見れる。

この辺がネットニュース記事の利点なんでしょうね。

※ヘタリアがまだカラーになっていなかった時期（？）だったので各自カラーは自分のイメージ

です。

http://bit.ly/b7gl0U
http://labaq.com/archives/51131613.html


以前にニュースで見たのですが、コレ。

かなりきわどいミニスカのナースがウェイトレスをしていたので、なんとなく↑コレが思い浮か

んだ。

ミニスカナースのラトビア君。

【ウエートレスは看護服　「病院」レストラン：日テレNEWS24】
>ランチを運ぶウエートレスは看護服を着ており、インテリアはすべて本物の医療器具で統一され
ている。

日本にもよくあるコンセプトカフェという事ですね。

でも日本には病院カフェまでは無かったかも。

↓ココが気になったのですが。

>客の要望があれば、診察台に縛られた状態で食事を食べさせてもらうこともできる。

フランス兄さんが率先して診察台に縛られてそうだと思いました。

2008.11.01 Saturday　　投稿
2010.04.07 Wednesday　　更新

そしてあのtwitterでつぶやいた後
”ラトビア”画像検索で3位だったのが2位に地味にランクアップしてました。

そして現在（2010年4月19日）ラトビア画像検索１位になってます。
ごめんなさいラトビアさん。

そしてまた現在（2010年5月27日）ラトビア画像検索で順調に下位ランクに落ちてました。
ありがとうgoogleさん！

　

JUGEMテーマ：ヘタリア
2010.04.07 Wed

http://www.news24.jp/121182.html
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c189/5367/


simイェレミース家、作成途中経過。

【小説で書いてるキャラをシムスキンにしてみた。】の続きです。

皆のパパ、マクシミリアンことマックス。

ヘラヘラしてるイタリア系をイメージしてみたので、口角が上がりすぎなカンジですが。

このくらいでプレイするので、コレで丁度いい感じです。

maruさまの所の元データでは前髪ありましたが、描いていたマックスが前髪分けなのでメタセコ

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=570


で改造。

　

あまり本編には出てきませんが、イメージだけ。

若い頃はモデルさんにありがちなロン毛という設定。

ジェイミーは以前のとは変えました。

以前の→

↓改定



前のは前髪部分が？だったので。

maruさまの女性スキンを元にして、顔は前の画像を持ってきて合成しました。

ジェイミーにだけかなり力を入れてます。

他のメンバーより時間かかってます。

そして台湾のアイドルを参考に、前のとはちょっと変えてます。

目が細くても綺麗というカンジに。

　 　

こんな、こんな。

どっちの画像も同じ人達だと思われますが、どこのグループかは定かじゃありません。

同じアジアの台湾も中国も韓国も、日本の男性アイドルほど子供のような外見のアイドルは居ま

せんでした。

やっぱりジャニーズなどの未成年アイドルを外国人が見ると、異様に思うのが分かったような気

がします。

ジャニは中学生女子と成人男性向けな男の子達のような気が前からしてたんで…。

上二つのスキンの元はこちら→

あとは女性陣。

さくらとか梅子ちゃんとかミニョンとか。

あれ？

http://maru.ninpou.jp/


追記：「セカンドライフ「企業利用ゼロ」 土地のレンタル事業大幅縮小」

セカンドライフとか。

シムの２とか３を重いソフトで動かすイメージでした。

前に2chの「八頭身」がセカンドライフ上で駆け抜けてる画像を見た事がある程度。
日本でシム１以降はあまり流行ってないのを考えれば、こういったリアル系CGを受け付けないの
かもしれません。

あと低スペックPCではサクサク動かないというのもイライラの原因だったのかも。
シムの２・３だって動くの動かないのと大騒ぎですし。

それにしても久しぶりに聞いた、セカンドライフ（老後？）

　

JUGEMテーマ：シムピープル

2010.04.03 Sat

http://news.biglobe.ne.jp/it/985/jc_100403_9851376535.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


GWの報告。

twitterの方には書き込んでいましたがブログの方は未更新だったのを忘れていました。

今回のGWは昨年と同じく2泊3日で福岡の田舎に帰省してました。
呟きの方には5日と書いていましたが、それは親の方で自分は家に置いてきたネコが心配なので早
めに帰宅。

写真はベタですが、東京→博多行きの新幹線で撮った富士山の写真。

携帯の処理速度の関係上、近景は歪んで写ります。

下手な写真なので使うんであれば帰省アリバイ作りにでも使用してみて下さい。

高速の渋滞写真を撮れば良かったかと思いましたが、新幹線と隣接する道路の方はそれほど混ん

でもいなかったので撮ってませんでした。

ただのポツポツ車のある道路で、見た目的には普通だったので。

混んでいるのは都内の外れとか観光地周辺などの一部だったよう。

埼玉辺りは50kmの渋滞とありました。
でも新幹線でよかった。

今回は祖母の３回忌の法事で帰省しました、簡単な法要くらいでほとんど親戚の集まりのよう。

福岡の田舎なので食べ物は美味しいし、水は井戸水なので肌にも優しいし、当然のように水道水

がそのまま飲めました。

カルキが入ってない天然水というだけで、肌の調子がこんなにも違うんですね。



九州の田舎慣例なのか、大量のビールが出てきてどれだけ飲んだのか不明。

飲めないワケではありませんが、さすがに大量の炭酸は飽きる(´・ω・｀)
終始スーパードライプレミアム攻めでした。

法事だったので礼服だったのですが、今回は親のスカートを借りた所、入ったけど苦しい…。
よく見てみたら7号サイズ、普段は9号なのでキツい筈でした。
親も妹も7号サイズなので家では9号の自分はデブ扱いです。
身内も7号サイズが多い、そして自分はその女性の中のでも2番目に長身なんです。
159cmですけど、靴履いてると皆のつむじが見えます。

妹は同じ身長で体重40kg、アメリカに行ってアメリカ食でも体重は変わらないそうです。
ギャル曽根Jr.くらい食べますが、この細身は日本食だからじゃなくて体質なんでしょうね。

そして田舎はよく食べる。

こっちでは考えられないくらい朝から豪華でした。

なので1kgほど太りました。
それでも子猫1匹分くらいか…そんな大きな脂肪が(；゜Д゜)))

今回、ポケモンの万歩計を付けてみましたが、同じルートなのにズボンのポケットに入れていた

より胸の中に入れていた方がカウントが2000歩ほど多かったです…。
ズボンに入れてるとボタン押したりしてたんで、新たに入れとく場所を見つけたというカンジで

した。

放置してある小説の続きを書こうかと思ったのですが、女が田舎帰ると忙しくなるんですね。

休むヒマが無い、男は毎日ダラダラしてますが。

九州だからなのか、日本だからなのか。

なので自分も途中から放棄してちびっ子達と遊んでたら、子供扱いになりました。

ペンギンの若い単身のメスみたいなものですね。

これも昔ながらの村のシステムですからね。

都心に住んでる従姉は任せてくれなくて、全て母親とちょっと父親だけで面倒見てました。

ちょっと閉鎖的？だったので赤ん坊の人見知りが激しかったです。



ベビーシッターを雇わない日本の縮図が見えたような気がしました。

親戚でもダメというなら他人なんかもっとダメなんでしょうねぇ。

何かこんなカンジで終わったGWでした。
映画見に行ってない。

最近日本映画のランキングを見る機会が無くなったようなカンジがするのですが、やっぱり上位

がアニメばかりだからでしょうか？

オリコンでも”けいおん”1位2位おめでとうございます。
以前はヘタリアのロシアさんが7位になってましたね。
今は20位でもCD売り上げ3000枚ですからね。
今回も9万枚でTOPになったとか、あまり評判の良くないのに。
でも通常の1位は3万枚ですからね。
そう考えてみれば自分も安いんで洋楽を海外輸入盤で買うか、にこさうんどでミクか東方ばっか

りです。

コレではやっぱり売り上げにカウントされないんでしょうね。

でも普通に輸入盤は千円ほど違うし送料無料なんでやっぱりコレになってしまう。

何か、CDの話になってしまいました。
2010.05.07 Fri



Twitterボット作成サービス - キャラボットの使い方。

2011年4月1日追記：【ついぼっと（旧twitterボットジェネレーター） 使い方【改訂版】】

以前紹介した「twitter bot ジェネレーター」ですが、通常呟きなら何ら問題も無いのですがやっぱ
りbot同士を会話させたいという事で、会話の出来るbot作成サービスを見つけました。

「キャラボット」

http://charactorbot.appspot.com/?&locale=ja

しかし、最初の設定が一番の難所かもしれません。

最初にgoogleにログインしなきゃならないみたいです、自分はたまたまGmailを利用していたので
そのIDでログイン。
無い人はどうなるんでしょう？

その辺は検証していないんで不明。

まずサーバーに空きがあるかを確認します。

マンションに空きがあるか調べるカンジですね。

Twitterボット作成サービス - キャラボット v1.2.2 - [サーバー1]
残りの作成可能ボット数 : 0

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=633
http://charactorbot.appspot.com/?&locale=ja


大抵TOP画面はこうなっているので”他のサーバーを探してみましょう。”から探します。
その時に一番新しいサーバーが一番空いてるかもしれません。

サーバーを移動したら、残りの作成可能ボット数の数字が変わっていると思います。

そうしたら現在自分がtwitterのbotのIDでログインしているのを確認して
”ttp://twitter.com/oauth_clientsにアクセスしログイン”をクリック。

新しいアプリケーションを追加 »

という項目が出てくると思うのでそれをクリック。

アプリケーション登録申請

という画面になるので↓のように設定して”保存する”をクリック。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100516_623664.gif


大きい画像で開きます。

登録すると「Consumer key」と「Consumer secret」が表示されていると思うのでそれを「キャ
ラボット」のTOPページにあるテキストボックスに入力して”認証する”をクリック。

※一部ブラウザなどでは”ポップアップ”をブロックしてしまうので「このページは許可」などで表
示させます。

別窓で開いた認証の数字を今度は「PIN code」のテキストボックスに記入して”ボットの作成”を
クリック。

完了。

これでボットを作成出来る画面にやっとなると思います。

◆機能説明

【Twitterボットの機能の概要】

↑あらかたの解説はこちらにあります。

ですが、ちょっとだけ補足。

▼bot同士の会話のさせ方。
〔例〕ウチのbot 克哉とアキラ

まず克哉の方から何きっかけでもいいので相手botに向けたツイートをします
「@kgwAKIRA_bot なぁアキラ？」

話しかけられた相手（アキラ）”自分宛ポストへの返信設定”の項目に
キーワード「なぁアキラ？」に対し「何ですか？」と記入。

※この時、会話の中に@********というIDはいりません。

http://charactorbot.appspot.com/?&locale=ja
http://sourceforge.jp/projects/charactorbot/wiki/CreateTwitterBot


返された相手（克哉）は同じように”自分宛ポストへの返信設定”の項目に
キーワード「何ですか？」に対し「ちょっとテストだ。」と返す設定にする。

返信されたアキラの”自分宛ポストへの返信設定”の項目に
キーワード「ちょっとテストだ。」に対し「そうですか、返信はココで止めますね。現

在#date##time#です。」
※#date#は○月○日になり　#time#は○時○分　という表記になります。

返信された克哉の”自分宛ポストへの返信設定”の項目に
キーワード「そうですか、返信はココで止めますね。」に対し「#stop#」で返信するのを止める
。

コレで会話するようになります。

大きい画像で開きます。

やっとマトモに会話するようになりました。

でもこの「キャラボット」は時間に対してはルーズ。

「ジェネレーター」の方が時間通りに呟きます。

”ランダムな時間に会話を発生させる”という使い方がいいのかもしれません。

他にもＴＬ（タイムライン：ホームというつぶやきを書き込むページ内の会話）に特定の言葉が

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100516_623652.gif


あれば呟く機能。

フォローしてくれた人に対して呟く機能。

というものもあります。

複数botの編集画面が簡単に切り替えられる所がいいですね。

　

JUGEMテーマ：twitter

2010.05.16 Sun

http://internet.blogmura.com/netservice/
http://pckaden.blogmura.com/digimono/
http://jugem.jp/theme/c3/9974/


克哉と冬時。［克哉とあきら］番外。

今日はコミケの当落通知が来る日ですね、当選した方々おめでとうございます。

こっちは小説の新作をうｐしました。

克哉と冬時。［克哉とあきら］番外

アイコン用に色入れしたんで途中までしかカラー入ってません。

学園の養護教諭。

本当は「保健の先生」と言いたい所ですがそういう役職名は実際は無くて、正しくは”養護教諭”と
言わなくてはいけないらしい。

それに文字数が少ないので検索サイトに登録する際は”養護〜”にしています。

携帯サイトのサムネイル用に小さくしたらメガネが目立ってるし。

http://mumei.org/public/t3138.htm


右上にちょっと見えているのはこちら↓

高校生時代の克哉。

メガネにしようかと思ったのですが、それでは”メガネ×メガネ”になるので今回はコンタクト。

ＦＣ２のサイトも大幅に変更しました。

【 画像あります。for 携帯版 】

掲載していた小説を削除して、設定や画像中心にしていきます。

TOPに掲載していたギアスとかの画像は●GALLARY●に置きました。
黒執事とかギアスの小説も●二次小説●（ギアス/黒執事）に分けておきました。
とりあえず表示は以前よりはすっきりした筈。

克哉と冬時。［克哉とあきら］番外初日。

「克哉とあきら。」１位

「武とかなた。」６位

「はるかとかなた。」９位

千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外１５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://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100604_628958.jpg
http://k2.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/tecnicaltypexxxa/
http://mumei.org/public/t3138.htm
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.htm


書き手ランク　　内藤侑子　２位　(10年６月４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

2010.06.04 Fri

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/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


仙台に来ています。

　　

10日から仙台に来ています。
twitterでは言ってましたが、ブログは停滞気味だったので。

写真は岩手の”厳美渓（げんびけい）”です、それと”猊鼻渓（げいびけい）”の川下りの船だけ見て
きました。

名前がややこしい。

猊鼻渓の方のお土産屋で味噌団子を食べました。

こっちは野菜もそうですが、食べ物にハズレが無い。

よっぽど関東の食べ物がイギリス(言_言）なのか、お勤め品の野菜でもグレードが違うカンジがし
ました。

宮城県は九州の秘境とは違って、山の中でもウィルコムの電波が入ります。#willcom

この前、地震があった時もtwitterで速報してたと思います。#miyagi #jishin

なので、相方の家で自作のbotの更新とか小説の更新とかしてました。

テレビも5チャンネルくらいしかありませんが、NHKのW杯も#2010wcだいたい見てますし、はや



ぶさ君#hayabusaの最後を見て涙しました。

はやぶさ君帰還のニュースがヤマトのBGMだったのはまた日本テレビ#ntvだったような…。

なぜか大阪の番組（見たのは「探偵ナイトスクープ」と「たかじんのそこまで言って委員会」）

が再放送ですが、結構放送されていました。

関東じゃない方が大阪の番組が見れるんですね。

関東でも大阪の番組が見たい！深夜でもいいので。

※書き込みの中にtwi用の”ハッシュタグ（twiの話題が一度に見れる用のリンクタグ）”を入れてみ
ました。

googleで検索してもtwi関連のブログ記事なのにハッシュタグが掲載されてないものが多いので実
験的に記述してみました。

JUGEMテーマ：宮城県の何でも情報

2010.06.15 Tue

http://jugem.jp/theme/c46/6551/


【ｳｯｰｳｯｰｳﾏｳﾏ(ﾟ∀ﾟ)】テンプレ完成版

2008年3月15日の記事

ｳﾏｳﾏの作り方。

お待たせしました「ｳｯｰｳｯｰｳﾏｳﾏ(ﾟ∀ﾟ)」のテンプレです。
fc2サイトに置いてあるので、上の画像をクリックして下さい。

・前の画像の３コマ目のスカートがパカってたので修正しました。

・背景は変更した方が良さそうです。

・グレーの部分は影です、乗算でも色の流し込みでも対応するように出来ている、ハズ。

・フォトショを持っていない人でもペイントで作成出来るように「GIF」のみも用意しています。

以上です。

画像のみなのでアニメーションソフトや動画作成ソフトの方は各自ご自由に。

そっちの質問されても対応出来ません。

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

に掲載をお願いします※

作品内にウチのクレジットを記入しなくても大丈夫です。

ご自由にお使い下さい。

※更新2011年2月12日
サイトの動画がリンク切れになっていたのでニコニコの方に変更しました。

　

JUGEMテーマ：フラッシュ・動画

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/uma.html
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c189/1236/


>>北区部　さま

「どうしていいか分からず」とあったので、アニメーションをキャプチャーするソフトというも

のを紹介させて頂きます。

CapPlayer
動画から静止画を取り出す、速度変更も出来るムービープレイヤー(BMP・JPEG)
動かす為には「Realpleyer」が必要になります。

使用方法などは同梱されている説明ページをご覧下さい。

>>ろっか　さま
コメントありがとうございました。

こちらのテンプレで作成した動画はSNSでもどちらでも使用して頂いて構いません。
ご報告頂き、ありがとうございました。

>>カイラ　さま
ご報告ありがとうございました。

なんとなくウチのテンプレを使用したんだろうなぁ…と思う作品を見ては、こっそりとニンマリ
しています。

海外のメチャクチャな動画を見てもニンマリしています。

>>羅炎怒さま
返信遅れてすみません。

こちらにある素材は動画サイトなどで公開可能です。

どうぞご自由にお使い下さい。

>>月森さま
長い事気づかずすみません。

どうぞご自由にお使い下さい、ご報告ありがとうございました。

>>智磨さま
以前は作る工程だけでテンプレが無い記事ばかりが上位でしたが、最近「ウマウマ テンプレ」で
検索してみたらウチが上位になってました。

ありがとうございます。

http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se221402.html
http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/art/se479604.html


>>Ｙ汰さま
元気なご使用報告ありがとうございました。

そろそろカウントも戻ってきて皆さんも通常に戻りつつあるようなカンジがします。

（2011年3月19日）

>>７月猫さま
使用報告、ありがとうございました。

ネタ動画なのに未だ使用されているのに驚きです。

そのお手伝いが出来てよかったです。

JUGEMテーマ：ニコニコ動画
2010.06.30 Wed

http://jugem.jp/theme/c95/318/


電子書籍についてあれやこれや。

iPadが出たので”電子書籍”が話題ですが、10年くらい前から出ている、DLサイト.comやDMM.com
の様式と何が違うのかがいまいちピンと来ない。

なので何がどう違うのか、またこれから何が出来るのかちょっと考えてみました。

▼電子書籍リーダー

・iPad（アップル）

コレが出て俄に電子書籍について脚光が出てきたカンジはあります。

iPhone や iPod touchと基本同じ。
アップルなのでフラッシュを使用しておらず、独自の”HTNL5”という方式で動画を動かしています
。

なのでニコニコ動画は見れません。（フラッシュムービーなので）

雑誌は動画が読み込めたりリンクがあったりします約月450円。
その月の中で少しづつ配信していくようです、一気には読めない。

あの塗り絵が出来たり音声読み聞かせが出来る「トイストーリー」は1000円になります。

・キンドル（アマゾン）



キンドルでのみ使えるソフトを使用。

対応しているフォントは英語とギリシャ語のみ。

電子インクを使用、分かりやすく言えばスキューバで使う磁石式のお絵かきボードです。

最近のモデルでは”PDF”を読み込めるようになりましたが、アマゾンのソフトでの変換をしないと
読み込めません。

キーボード付きでメモ可能、ネット接続はWikiPediaとアマゾンのみ、”フラッシュ”非対応、”Wi-
Fi”接続無し。
ヘッドフォン端子があるので音楽にも対応。

作品の掲載には独自の基準を設けており、突然配信停止になる事もあり、停止基準についての説

明もありません。

最近では日本の某有名アイドル集団のグラビア写真集が配信停止になりました（児童ポルノと

認定？）

遠隔操作？で発禁になったものも削除出来るようです。

・Reader（ソニー）　日本版：LIBRIe

　

独自の端末でのみ使えるソフトを使用していますが、DOC・RTF・PDF・JPEGが読み込めます（
モノクロのみ）印刷可能なメディアであれば読み込む事が可能。

こちらも電子インク方式。

日本版LIBRIeには外部メモリー（MS・SD）が使用可能、Readerにはスロット無し。
Readerにはキーボード無し、日本版LIBRIeには有り。
ヘッドフォン端子があるので音楽にも対応。

日本なので掲載内容も比較的自由度が高い、ただ出ている書籍の価格が他と比べて割高。

日本版のLIBRIeは中で見られる書籍も2ヶ月レンタルのみで、手元に置いておけない、Readerは置
いておける。

ちなみに日本版LIBRIeはそのせいもあって生産終了。
北米版Readerはひっそりと稼働中。



・au biblio（東芝）

電子書籍に特化した携帯端末。

au独自のソフトを使用。
Wi-Fi使用可能、youtubeニコニコ動画閲覧可能。
キーボード使用可能、画面横にテンキー有り。

最大8GBのmicroSDHCと2GBまでのmicroSD使用可。
提供されているのは19冊の電子辞書のみ。
現在生産終了。

・libretto W100（東芝）

商品サイト

2010年8月に発売。
SDカードUSBメモリ共に使える小さなネットブックのようなもの。
画面は7インチワイド、新書版くらいのサイズ。
ネットは無線LAN使用可能、WiMAX通信可能。
webカメラ内臓、しかしサウンドは”モノラル”のみ、音声方面にはあまり対応してません。

http://dynabook.com/pc/catalog/libretto/100621w1/index_j.htm


電子書籍に特化したリーダーは以上の機種。

”電子書籍”というのはそのリーダーでしか読めないものが多い。
電子書籍を”電子媒体で読める書籍”とするならPCで閲覧出来るものも電子書籍、という事で今度
は電子媒体で読める書籍を掲載しているサイト一覧。

▼電子書籍サイト

・アップル※独自リーダーが必要

アップル端末でのみアクセス可能。

・アマゾン※独自リーダーが必要

キンドルでのみアクセス可能。

・ソニー※独自リーダーが必要

英語版のみ

↓こちらからのは専用リーダーが無くてもPCで読める電子書籍になります↓

▼日本の電子書籍（商業誌）

集英社から資生堂まで、各種ありとあらゆる電子書籍があるので、掲載しきれません。

こちらに一覧があります。

【日本のウェブコミック配信サイト一覧-wikipedia-】

▼同人誌　同人ゲーム関連

・DLサイト.com

日本で一番大きな電子書籍サイトですがほぼ漫画のみで成人向け書籍に特化。

ネットのコミケといった具合ですが、海外からの購入も可能。（中身のデータは同じなのでほぼ

日本語のみ）

男性向けが盛況で、女性向けもショタジャンルが一番人気。

・DMM.com →電子書籍ページ
最近はネットレンタルや証券のCMでお馴染み。
こちらもDLに同じく漫画のみで成人向け書籍に特化。

・Gyutto.com

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E9%85%8D%E4%BF%A1%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E4%B8%80%E8%A6%A7
http://home.dlsite.com/
http://www.dmm.com/digital/book/


↑アダルトページなのでご注意下さい。

DLに同じく同じく漫画のみで成人向け書籍に特化、主に同人誌。

・サーパラ

漫画ファンサイトのリンクやアニメグッズの販売をしているサイト。

小説や漫画など多ジャンルで、実写の写真集もありますが全てが同人作品です。

以上がwebで閲覧購入が出来る電子書籍サイトです。
他にも自分のサイトでweb読み物を公開しているサイト（ヘタリアのキタユメなど）はありますが
、無数にあるので掲載は不可能。

ですが、web漫画のリンクだけ掲載しておきます。

・新都社（ニートしゃ）※無料

2ch VIPによって運営されている全コンテンツ無料のweb漫画サイト。
全てが素人による漫画や文芸作品、気軽に参加出来て気軽に閲覧可能。

現在「週刊少年VIP/週刊ヤングVIP/月刊コミックニート/別冊少女きぼん/文芸新都/ニートノベル」
があります。

アマゾンのキンドルでは要項を満たしていれば、手数料3割で作者に7割が入る仕組み。
こちらはDLサイト.comやDMM.comなどと同じですね。

要は作者が全てのデータを作って配信出来てしまえば、印税が今までの1割↓から一気に7割に
なる、という事。

http://gyutto.com/dojin/af-1185/b-113/aftype-2
http://market.surpara.com/
http://neetsha.com/
http://www.comic-r.net/
http://www.gctv.ne.jp/~yachi/search/
http://www.tim.hi-ho.ne.jp/manga100/


作者さんに大分還元されるので、読者としても願ったり叶ったりですが、製紙印刷の現場として

は不満なのかもしれません。

最初にiPadで出した電子書籍が京極夏彦：著「死ねばいいのに」とは…。
出版社の電子書籍に対する気持ちですかね？

編集や出版の方々は大変だと思います、作家にとって負担はいつも通りなので。

ちなみにtwitterの”電子書籍”ハッシュタグは　#densi　になります。
電子ですか。

一応自分も、←横のリンクにありますが、電子書籍というかデータ販売をしています。

中身はwebサイトと同じですが、その絵をポストカードとして印刷する事が可能、なのでそのサイ
ズでも絵を見る事も出来ます。

一応、PhotoShopでの描き方講座なんかも同梱。
価格が修正出来なかったりしているので、DLサイト.comの100円が正しいものになります。
他のは最低価格が400円で、それ以下に出来なかったりするので。

玄人でも素人でもすぐに本が作れるようになった、という意味では電子書籍は本の出版形態の幅

を広げて行けるツールなんだと思います。

JUGEMテーマ：電子書籍
2010.07.11 Sun

http://hana.dlsite.com/fsr/=/kw/RG09796/od/reg_d
http://market.surpara.com/go/?AFID=82539&IID=13588
http://gyutto.com/dojin/af-1185/b-113/aftype-2
http://jugem.jp/theme/c287/14877/


シムピープル復旧の仕方。

シム起動中に突然消えたりする事がよくあります。

何もしてなくても、久しぶりに起動させてなったりとか。

そんな時に復旧出来るように、覚書を書いておきます。

必要なプログラム

・Sims Object ID
　　　→ダウンロードサイトへ

・Skin Doctor Version 2.27
　　　→ダウンロードサイトへ

※どちらも海外の”ＴＳＲ”というメールアドレスを登録するだけの無料会員制サイトです。

登録の仕方→過去記事【2009.02.15 Sunday オブジェクトをFarにする。】

・Sims Object ID

家具などのオブジェクトのIDの重複をチェックするプログラムです。

起動したら上の画像の赤い矢印のボタンをクリック。

すると下のような画面が出てくるので、自分のシムが入っているファイルを「Search for file in」

http://www.thesimsresource.com/programs/details/title/Sims Object ID/category/sims1-contentmanagement/id/35/
http://www.thesimsresource.com/programs/details/title/Skin Doctor Version 2.27/category/sims1-contentmanagement/id/80/
http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=438


に登録。

「Find duplicate ID」にDuplicate ID.txtファイルが入っている場所を登録。
最初から入ってるとは思いますが、一応プログラムの入っているファイルと同じ場所にあります

。

↓

上の画像のようにチェックして、赤い矢印のあるボタンをクリックするとチェックが始まります

。

エラーや重複しているIDがあればテキストファイルが開き、そこに表示された「.IFF」ファイルを
削除すれば完了です。

・Skin Doctor Version 2.27



入ってるスキンのエラーを検出するプログラムです。

※このバージョンは以前のもので、現在はもっと分かりやすい仕様になってます。

起動すると上記のようにチェックしはじめます。

チェックが終わると、下にダーッと調べたファイルがリストアップされます。



そうしたら上の画像の赤い矢印のボタンをクリック。

赤い矢印で示してある「Bad Cmx Files」「Bad BMP's」をチェックする。

そこでエラーのあるファイルがあれば表示されるので、そのファイルを抜くなり入れるなりして

下さい。

----------------------------------------

上記の２つのプログラムでエラーの出たファイルは、今後もエラーを出す可能性があるのでそれ

らをまとめたファイルを作っておくとまたエラーが出た時に対応出来ます。

それでも復旧出来ない場合は

シムピープル本体の入ったファイルを見て下さい。

ファイル文字が”青く”なってたり”読み取り専用”にチェックが入っていたりしませんか？

そうなっていた場合”読み取り専用”のチェックを外して下さい。
一度に選択して全部のチェックを外せますが、ファイルの中までは出来ないのでそのファイルの

中身の”読み取り専用”チェックをいちいち外してみて下さい。

全部出来なくても一応よく書き換えるファイルをやっておけばいいようです。

これでだいたい復旧が出来る筈です。



「一時間くらいゲームやってたら突然落ちた、やっぱりゲームは一日一時間までなの？」

という方はきっとＰＣの性能が足りない為に起こる現象だと思います。

　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル
2010.07.15 Thu

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


シムピ・二世帯住宅。+高台に家を建てる

シムが寝るときに他人がウロウロしてると、なかなか寝られなくてイライラしたまま出勤とかが

あるので寝室だけは離そうかと思ったのと。

高台に家建ててみようと思ったのと。

以前の記事にも書いた”渡り廊下”の家を作ってみようと思って作成してみました。

※画像をクリックすると原寸大で表示

家部分を拡大してみました。

その高台家の作り方。

一回一回ポチポチしていくのは面倒なので、マウスを左クリックしたまま盛り上げたい箇所

http://yunight-kouki.jugem.jp/?eid=567
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100715_639117.gif


一回一回ポチポチしていくのは面倒なので、マウスを左クリックしたまま盛り上げたい箇所

をバーッとなぞっていくだけです。

上の写真のようにまずはボコボコですが、結構高めにして山を作っていきます。

スコップツールのいちばん右側にある”平らにするツール”で家を建てたい箇所を範囲指定して平ら
にします。

これで建物が建てられるようになります。

斜面には建てられません。

上に建物を建てた後に周辺をまた上げたり下げたりしてもいいです。



もの凄く資金がかかりそうですが、シムが居ない状態で建築すればどんなに盛り上げても０シム

リオンです。

高台に家を置いて階段のようなものを作ってみました。

1階

寝室がセパレートになっているので、嫌な家族とも顔を合わせなくて済みます。

だったら何故家族なんだ。

メイドプレイでもいいんじゃないかと思います。

ご主人様一家と離れにメイド達の部屋、というカンジで。



廊下の絨毯の色が変えられない箇所がありますが、その対策はダウンロードサイトの方に書いて

あります。

↓ダウンロードはこちらから↓

【画像あります｜★The Sims★】

　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル
2010.07.16 Fri

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/sim/the_sims.html
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


REBORN!携帯用画像。

友人に頼まれてREBORN!の画像を携帯待ち受けにしてみました。

ツナ

ボンゴレプリーモ



前から色を入れると言っていたのですが、今になってやっと色入れました。

プリーモ（初代）は昔っぽかった方がいいかと思って色入れませんでした。

さっと描いたのでかなり荒いですが、携帯で見る分には支障無いかと。

最近の携帯は昔より画面が綺麗なのかな。

サイズは　４８０×６４０　です。

　

JUGEMテーマ：同人/REBORN!
2010.07.24 Sat

http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c190/1242/


「克哉とあきら。」柳脩。

今月一件も書いてなかった…。

それもこれも「克哉とあきら。」の最初の方、日本編の本を出そうと現在編集中なので。

文庫判サイズで１６０ページ、カラー挿絵が入って600〜700円程度になる予定。
商業よりちょっと高めです、すみません。

文庫本1ページはだいたい350文字程度。
携帯用に書いたものなので読みやすいように隙間大目。

そこで初めて出てくるアキラの友人”柳脩（やなぎおさむ）”です。

上部分のみ登場人物紹介に掲載するのでその範囲のみ色入れてます。

拡大。

http://mumei.org/public/t1914.htm


相方からのリクエストで

「前髪をまとめてクリップ留めをしてて、指を前に出した弓を引くようなポーズ（分からんよ）

それでツナギを着てるキャラ」

というのを貰っていたので、それをアキラ友人にただ設定してしまっただけです。

アキラと髪型がなんとなく似ているのは、後のストーリーでも書きますが

元々髪の長かったアキラが過去と決別する為に切って、短い髪がよく分からなかったので身近な

親友を参考にした。

とかいう設定。

ブログを更新してない間にジェイミーbotを作成してました。

【ジェイミーbot】

http://twitter.com/JamieRIN_bot


設定ではビッチ仕様なのに克哉とかアキラよりエロ度まだ低めです。

フォローの際はご注意下さい。

といっても基準はtwitter公式に従います。（を出さないという意味です）
 今書いてるクリスマス編が終わればジェイミーの過去の話でも書こうかと思ってます。

↓もう画像の鉛筆書きは出来ているし。

描き途中ですが、イメージとしてはこんなカンジ。

過去の話なのでぼんやりと。

クリスマス編は文庫本にすると全部で100ページ程度になります。
無銘文庫のページ数に2.5掛けるとなんとなく文庫本用のページ数。
（無銘1ページ約800文字）

原稿用紙のテンプレも文字整理のやり方もいちおう出来たんで、ちょっと身内に配るくらいはプ

リントしておこうかと思います。

出すんだったらチャレマかAmazon辺りかな、と思ってます。
そうしたら←画面に出せるかも。

http://mumei.org/public/t1914.htm


「克哉とあきら。」１位

「武とかなた。」２位

「はるかとかなた。」３位

千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外１４位

克哉と冬時。［克哉とあきら］番外１６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

書き手ランク　　内藤侑子　１位　(10年８月２５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

2010.08.26 Thu

http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm
http://mumei.org/public/t3138.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.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/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


しばらくアメリカに行ってきます。

現在成田空港です。

ブログで予告はしていませんでしたが、これからアメリカとカナダに行ってきます。

NYにいる妹にお届け物と、ナイアガラ観光とか。

なのでしばらく更新出来ません、しばらく更新してませんでしたが。

帰ってきたらお土産話や写真などをレポートとしてまとめます。

海外行ったらまずスーパーに行くので、その辺のネタを仕入れて来れればいいなと思っており

ます。

本は帰ってきてから最終的に仕上げて出します。

今月末に出しても、申請の連絡がアメリカに居る最中になって連絡つかなくなるので。

今回は特にイベントとかも無いんでゆったりしてきます。

それでは。

JUGEMテーマ：アメリカ
2010.08.31 Tue

http://jugem.jp/theme/c149/476/


DELTAの機内食

[旅行]
ただいま、アメリカから帰って来ましたので色々とまとめたいと思います。

まずその１「機内食」から。

ホテルとセットで探して一番安かったので、今回は米系の航空会社「デルタ航空」を利用しま

した。

乗ってウェルカムドリンクでいつもトマトジュースを頼むのですが、日系航空会社だと最近はト

マト出ない事が多いのでチラチラ見てたらちゃんとあってホッとした。

あの塩味が好きです。

他だとレモンが付いてきたりする所もある。

最初の夕食。

トマトジュースも終わってすぐに夕食。

”ビーフォアチキン”がビーフ＝韓国料理　チキン＝日本食　だったのでタイ辛いのは好きだけど臭
辛いのはアレなのでチキンで。

そうしたらカレー＋柔らかい方のから揚げ（九州でから揚げというとカリカリしている）でした

。

なんとなくインドっぽい薄いカレー、でもコレが世界スタンダードなカレーなのか…。

http://keyword.blogmura.com/key00000021.html


左上のチョコレートケーキがかなり甘くて、さっそくアメリカの洗礼を受けたというカンジで

した。

この後も２回ほど軽食が出てきましたが、写真撮ってませんでした。

というか３回も食事が出るのかとちょっと驚いた、欧州便だと２回程度だったので。

日本→アメリカ　　　　１２時間

日本→フランスとか。　１１時間

１時間しか違わないのに。

今度は帰りの便です。

デルタ航空が使用しているゲートはかなり多いので、航空券を見て間違えないようにゲート３へ

。

途中、ポケットに入れてたポケモン万歩計を手荷物検査の係員に見られて残念な顔される。

この旅行で歩いた総数　約118000歩　70.8km　590w　でした。

今回も同じくドリンクすぐ後に夕食、でもアメリカ時間でまだ午後５時辺り。

今回は種類選べず、何かのソースがかかった白米。

シュリンプサラダが美味しかったです、塩コショウが。



なぜかもう一つ付いていたサラダを左下にある丸い緑のカップに入っていたドレッシングで食べ

るも母親はあまり好きじゃない味だと言ってました。

私はこういう味は嫌いじゃないんだけど、酸っぱ塩香草ムワッ、というカンジが嫌なんだろう、

きっと。

こっちの方が夕飯のような気がする時間帯。

アメリカ時間夜９時ぐらいに出てきたサンドイッチと小さいリンゴそのまま。

”Milano”と書かれたチョコを挟んだクッキーが案外美味しかったです。

母親はリンゴがそのまま出てきた事に「外人っぽい」と言ってご満悦でした。

もうそろそろ日本という頃、到着まであと３時間ぐらい。



最後に出てきた朝食。

フルーツと油ギッシュなチャーハン…。
米も英も最後の最後で…。

以前の英も最後に犬のエサっぽいスパムが出ました、味の無い何とも言えないカンジの。

何て仲が良いんだろう。

最後に。

アメリカでよく見たストロー。

パスタぐらいの細さで最後までちゃんと吸えて、日本にあるような太さのだと最後に”ズズー”とい



5,250円以上で送料無料！
楽天24時間注文受付！アー
トナップ　トロピカルス
トロー　レッド 1袋（...
価格：312円（税込、送
料別）

う音が出るのですが、コレだとあまり音も出ない。

便利だし、しかも幅取らないし、エコとかいう流れに乗って日本でも出てくれないかな。

※追記2011年2月20日

以前のAmazonのものから変更しました。
こっちの方が正解、自分も購入しました。

この飛行機なのですが、一緒に乗っていた人達に”韓国人”が多かったです。
韓国にはインチョン空港とか言う国際ハブ空港があるんじゃなかったっけ？

聞くと韓国の人も日本の空港からしか便利な路線が無いからだいたい日本経由で海外に出るよ、

との事。

NHKで言ってたのにな…インチョンは国際ハブ空港で日本は遅れてる！とか。

羽田や成田にもっと国際線が入ってくれたらと思います。

それは国内だけじゃなく近隣の諸外国の方々からも待望されているような、そんな気がしました

。

　 　

JUGEMテーマ：海外旅行 総合
2010.09.15 Wed

http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0d82ff1f.d7a0ec18.0d82ff20.fc0c96bd/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fmanzoku-seikatsu%2Fgm-15423%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fmanzoku-seikatsu%2Fi%2F10210440%2F
http://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/0d82ff1f.d7a0ec18.0d82ff20.fc0c96bd/?pc=http%3A%2F%2Fitem.rakuten.co.jp%2Fmanzoku-seikatsu%2Fgm-15423%2F%3Fscid%3Daf_ich_link_tbl&m=http%3A%2F%2Fm.rakuten.co.jp%2Fmanzoku-seikatsu%2Fi%2F10210440%2F
http://travel.blogmura.com/kaigai/
http://travel.blogmura.com/
http://overseas.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c149/2510/


アメリカ初日

[旅行]

まずはJFK空港、ターミナル２・３
近いので駅も同じ、駅から空港のターミナルを見るとこんなカンジ。

google地図｜JFK空港ターミナル2・3

空港のチェックは厳しくなっていて、入国の際に指紋と顔写真を撮影されます。

それ以外は全部他の空港と同じ。

地下鉄改札。

http://keyword.blogmura.com/key00000021.html
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661540.jpg
http://maps.google.co.jp/maps?q=40.641941,+-73.787216&num=1&t=h&sll=40.6996,-73.80853&sspn=0.006295,0.006295&hl=ja&brcurrent=3,0x0:0x0,0&ie=UTF8&ll=40.641994,-73.786918&spn=0.001128,0.002709&z=19&iwloc=A


切符ではなく”MetroCard”という磁気性のプリペイドカードを購入して改札で通すらしい。

メトロカード

なかなかゲートが回らないので数回通してしまって残金が減ってしまった、原因は日本のように

トランクと一緒に通ろうとしてセンサーがエラーしてたのですが。

なのでトランクは先にセンサー外の遠くへ通してから、カードをスキャンして通ってからすぐト

ランクと合流…。
一人旅だとコレ無理だ、と思ってたら右側にある黒い鉄格子も開くらしい。

荷物が大きい人はそちららしいのですが、開くと大仰なブザー音が鳴り響きます（でも通れる）

NY交差点

滞在先ホテルの手前の交差点です。

向こうにtwitterの広告が丁度表示されていたのですが、ピントが合わず写メ出来ず。
写っているビルは本屋さんです、時間が無くて行けませんでした。

ホテルロビー

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661576.jpg


ツーリスト御用達な「ホテルペンシルヴァニア（New York's Hotel Pennsylvania）」
というかツーリストしか居ないので、ココでの会話は皆カタコト英語になります。

エレベーターホール正面にインターネットルームがあります。

白いプリペイドカードがあるのでスキャンさせてからカードに入金。

1$で5分、5$で30分、それ以上もあります。
スマートフォンか自前のPCで文字書いてからネット接続のみに利用、というのが使いやすいです
かね。

部屋に荷物を置いてから急いでNY観光。
翌日にカナダへ行く予定で組んでいるので。

DHLトラック

http://www.hotelpenn.com/
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661579.jpg


お世話になっているDHLさん、カメラ向けたらなぜか運転手さんがこっち向いた。
ドアが無いフリーダムな仕様ですね。

運送業だと動きやすいかも。

それにしてもNYの車はオカマ掘り合ってる車が多かった、クラクション鳴らしつつ追突みたいな
。

居た時だけでも数回は追突事故見てますし、車の後ろにマット付けてるものもありました。

NYらしいビル、日本のような建蔽率なんたらの規制が無いようでビル建て放題というカンジで

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661580.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661589.jpg


NYらしいビル、日本のような建蔽率なんたらの規制が無いようでビル建て放題というカンジで
した。

日本だったら道路から数メートル以内は何メートル以上は建ててはいけない、とか何とかありま

すね。

自由の女神とアメリカ

一番気に入ってるかもしれない写真。

アメリカ！というカンジで。

ミッドマンハッタン図書館前のライオン。

図書館前のライオンの上に綺麗にハトが止まってたのに、綺麗に撮れず。

「ミッドマンハッタン図書館|(Mid-Manhattan Library)」

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661590.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661603.jpg
http://www.nypl.org/


16×9のワイド写真です。

図書館ですが歴史建造物なので天井画や装飾などが豪華。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661604.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661606.jpg


芸術関連の資料も多く、デザイナーさんとかイラストレーターさんとかが多く利用するそうです

。

書ききれないので、この続きは次記事で。

一日でNY駆けずり回りすぎた。

　 　

JUGEMテーマ：海外旅行 総合
2010.09.18 Sat

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661605.jpg
http://travel.blogmura.com/kaigai/
http://travel.blogmura.com/
http://overseas.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c149/2510/


アメリカ初日その２

[旅行]つづき。
ビルの間からエンパイアステートビル。

後日追記※クライスラービルでした。

エンパイアは結構どこからでも見えます（クライスラーも）

最近エンパイアより大きなビルを建設する計画があるようで、そのビルが「エンパイアを眺め

よう」というTVCMをやってました。

図書館の近くにあるブライアントパーク

真ん中に芝生があり、その芝エリアに入れます。

http://keyword.blogmura.com/key00000021.html
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661617.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661618.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661644.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661645.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661646.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661648.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661649.jpg


周りにはイスがあり自由に座っても良し、海外の公園はイスが多いように思います。

ほぼ夜なのでちょっと明かりが足りないです。

メリーゴーランド

「ブラインアントパーク｜Bryant Park」
風の通りも良い過ごしやすい公園。

休みの日には無料でヨガ教室が真ん中の芝生エリアで開かれてたりします。

この公園にあるレストランの”カラマリ（イカの香草揚げ）”が美味しかったです。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661625.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661619.jpg
http://www.bryantpark.org/


タイムズスクエア

もう夜になりましたがタイムズスクエア。

ネオンで明るかったですが、新宿の方がまだ明るいかも。

新宿が異常なのか。

アメリカの本気

アメリカはやたらと国旗を掲揚しているイメージ、日本からしたら考えられませんね。

それはあまりいい事ではないけど、教師がやたらと君が代否定してたりするとね…変な国は日本
の方かとアメリカを見ていたら思う。

そしてタイムズスクエアにこんなに大きな国旗が登場。

そしてタイムズスクエアの真ん中の看板。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661622.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661624.jpg


こんなに大きな看板出すとか、サムソンLGとやっぱり韓国は儲かってるんだな…と思ってたら。

逆側に見た事あるような風景が…。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661630.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661650.jpg


こっちの方が年末年始などによく映っている方。

いわゆるタイムズスクエアの正面でした。

ダンキンドーナツが以前のカップラーメンにリスペクト（？）看板を出していたり。

タイムズスクエアで各国意地の張り合いを見せ付けられているようなカンジでした。

いや、韓国は見栄っ張りなのかもね。

そしてこのタイムズスクエアを一望する為に、正面に階段が出来てました。

皆座りまくり。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661631.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661651.jpg


そんな階段の中腹ぐらいで取材中、どこなのかよく分かりませんでしたが。

あまり他人のしている事を気にしない、それがNYでのルール。

長いハマー

やっぱりあった、アメリカの象徴ＧＭの巨大ハマー。

一時間３万円ほどでレンタル可能だそうです。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661652.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661638.jpg


色の味がしそうなくらいの色のチョコのＭ＆Ｍ

アメリカは店内ディスプレイが何でもかんでも巨大。

トイザらスも。

トイザらス、乗れる観覧車。

　動くティラノサウルス。

　映画で使うアニマトロニクス。

　係員の方がちゃんと付いてました。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661639.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100918_661641.jpg


　米版バトルコンボイ…。
　丸い…。
　顔デカイ…。
　やっぱり日本版の方が格好良かったような。

　ポケセンと同じものがありました。

　多分そうだと思う。

すごい色の食べ物。

　やっぱりあった。

　すごい色のグミいっぱい。

　コレでも押さえ気味。

　欧州だと黒いグミもある。

　絶対に舌の色が変わるキャンディ。

　食べ物じゃなくてカラー粘土のように見える。

　食物というより工業製品のような色。

　アメリカの子供が持ってたら可愛いかな。

　いやいや…。



大きなクモに立ち向かう子供。

まだ続くよ。＞＞＞

　 　

JUGEMテーマ：アメリカ
2010.09.20 Mon

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20100920_669023.jpg
http://travel.blogmura.com/kaigai/
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アメリカ初日その３。

[旅行]
タイムズスクエアのビル全面広告。

ビル全体が液晶画面でした。

どうなってるんでしょう、しかも連動してる。

ニューヨークの所々にあったSUBWAY

http://keyword.blogmura.com/key00000021.html
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101002_694080.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101002_694082.jpg


夜なのと飯タイムではないので閑散としてますが。

twitterで日本の方のサブウェイさんをフォローしてます。@subwayjp
『アボガドベジノセサミデピクルスツイカオネガイシマス』という呪文を唱える所です。

【日本サブウェイ】

アメリカは本拠地だからなのですが、港区のセブンイレブン並みにあるような気がする。

【港区のセブンイレブン｜2chmeme】
いや、ここまでは極端ですが。

そしてニューヨークの夜景といえば”エンパイアステート”

プロダクションIG作品のような夜景。

チケットは20＄
本当に高いところの景色を見る為だけに建てられたビル、というカンジでグルグル回ってどんど

ん上がって行きます。

そして途中なぜか合成記念写真を撮る所がありますが、色調が白人さん向けなのでアジアな自分

達はなんとなくインド人のようになってました…。

http://twitter.com/subwayjp
http://www.subway.co.jp/index.html
http://2chmeme.net/news/f70a5e01b0846bfc94539f005aa6fbae
http://www.esbnyc.com/index2.cfm?noflash=1
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101002_694093.jpg


ビル自体をライティングしているので、下からもぼんやりと光が当たってくる。

そのかなりのライトがが飛んできた蛾とかに当たるので、光る謎の物体が空を飛んでいるようで

蛾まで美しく見えてしまうエンパイアの魔法。

エンパイア頂上

まるで灯台。

ブライアントパーク

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101002_694094.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101002_694107.jpg


前記事にも書いたあの芝生の公園を上から見た図。

都会のド真ん中にぽっかりと緑が、何故か景色は未来的でした。

都会の照明でぼんやりと空が明るくなってました。

あの宇宙から見た夜景もこんな雰囲気だったと思う。

何となく思ったのですが、海外って日本と比べて照明がやたらとオレンジ色が多い。

白熱灯ふつくしい。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101002_694108.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101002_694110.jpg


どう写真を撮っても絵になる。

向こうに見えるのはクライスラービル。

というかビルだらけです。

なんとなく”A列車で行こう”とか”シムシテイ”の夜景のよう、あまりの現実味の無さに。

この画像はfreetrainですが。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101002_695018.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101002_694097.jpg


次はカナダ方面ナイアガラに続きます＞＞＞

長くなってすみません。

　 　

JUGEMテーマ：アメリカ
2010.10.02 Sat

http://travel.blogmura.com/kaigai/
http://travel.blogmura.com/
http://overseas.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c149/476/


sims3/シムズ３ラインナップ。覚書

[シムピープル][PCゲーム]
sims2に続きsims3のラインナップもまとめておきました。
現在進行形なのでソフトが増えるかもしれません。

今の所の新発売は「ザ・シムズ３」というＰＳ３ソフトが11月に出るそうです。（2010年10月
現在）

※電子書籍版ではリンクが表示されていませんのでご了承下さい。

まず始めに”Origin”というEA直営のダウンロード販売サイトに行って、そこにある”無料ゲーム”
にSims3のデモ版をダウンロードして下さい。

【Origin | 無料ゲーム・PCデモ版から、気軽に楽しめるゲームまで】

これが動けばそのPCで”Sims3”が動作します。

▼基本

ザ・シムズ3 通常版 （Amazon.co.jp 専売商品）
OS：Windows 7/Windows XP(sp2)/Vista(sp1)

発売日：2009/6/4

基本ソフトです、これが無いと始まりません。

今回完全版セットとか無いのでこれがメイン、ショップにも置いてないそうなのでネット通販の

みでの販売となっています。

だからAmazon専売というパッケージになっているワケです。
”U.Sのストアで使える10ドルのシムポイント”が付いてきます。

他にもEAstoreから購入する事も出来ますが割引は無し、内容も一緒です。

ザ・シムズ3 コレクターズエディション （数量限定・Amazon.co.jp 専売商品）
OS：Windows 7/Windows XP(sp2)/Vista(sp1)

発売日：2009/6/4

通常版と同じですが、オマケが色々付いてきます。

2GBのシムダイヤＵＳＢフラッシュメモリの中に以下のデータ同梱
・シムズのテーマソング

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html
http://store.origin.com/store/eajapan/ja_JP/DisplayHomePage
http://store.origin.com/store/eajapan/ja_JP/html/originweb/play4free/pbPage.play-free-games-ja_JP/


・壁紙(4:3又は16:9に対応)7種類
・スクリーンセーバー4種類

・ゲームで使えるハワイアンのパターン。

（家具にも服にも、色も変えたりできるデザインのパターンとして）

・ゲーム内で使えるユーロスポーツカーのダウンロードコード

それと通常版と同じく”U.Sのストアで使える10ドルのシムポイント”

▼データセット

ワールドアドベンチャー

OS：Windows 7/XP(sp2)/Vista(sp1)
発売日：2010/1/21

エジプト、中国、フランスなどを旅出来るパック。

２と同じく武空術を習得、エジプトではトゥームレイダー（とまでは行かないけどそれに近い）

プレイが。出来ます

フランスはセレブプレイ（？）だそうです。

アンビション データセット
OS：Windows 7/XP(sp2)/Vista(sp1)

発売日：2010/6/24

職業追加のデータセットです。

・専門職

建築デザイナー/ゴーストハンター/探偵/消防士/スタイリスト
・自営業

発明家/彫刻家/画家/作家/園芸家/釣り師/写真家/ネクター生産者

自営業の方は孤独なコツコツプレイ向き、ゴーストハンターは幽霊と戦えるそうです。

子供が居る家は家で自営業して子育てプレイが可能。

そしてあの”消防士”を職業に選べるそうです。
あの苦労を体験してみよう、という事ですか。

▼拡張セット

ハイエンドロフトパック

OS：Windows 7/XP(sp2)/Vista(sp1)
発売日：2010/3/25



未来的（？）な家具セット。

泡風呂とかご近所迷惑な大音量ギターとかがあるそうです。

▼ＰＳ３＆Ｘｂｏｘ３６０版

ザ・シムズ３

発売日：2010/11/18
基本的にビジュアルはPCゲームと同じ、家具もシムも作れて配信出来るそうです。

でもやっぱりハックは使えないので普通プレイ向き。

世界と繋がりたい（？）方はこちらをどうぞ。

対象コードが”15歳以上対象”となっていました。
シムはそれが第一目的でもあったりしますからね。

PC共通
メモリ　：　1.5GB(7/Vista),1.0GB(XP)
サウンド　：　 DirectX®9.0c対応
GPU　：　Pixel Shader 2.0対応のVRAM128MB以上

通常の3Dゲームよりはスペックを要求されないようですが、ある程度は必要。
（ノートで動いたという報告もあり）

推奨される環境はこのくらいだそうです。

【ザ・シムズ3推奨スペックPC｜ドスパラ】
参考までに、ドスパラのページ。

公式サイト。

【sims3公式サイト】
ここからもダウンロード購入が可能です。

それと質問や探し物はこちら

【ザ・シムズ３フォーラム｜シムパーソン 質問専用掲示板】
今の所、探し物は無いようでその辺は閑散としてました。

【ニコニコ動画】【実況】sims3を買わせる為にがんばる事にした　第1回前半【解説】

http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_list.php?h=g&f=g&m=g&tc=160
http://thesims.jp/thesims3/
http://bb2.atbb.jp/pepti/index.php?c=8
http://www.nicovideo.jp/watch/sm11082580


sims3の実況解説。
基本的な操作方法が分かります。

シムの動かし方とリフォームの仕方まで

同じ人のマイリスのまとめ→sims3布教活動
現在第五回目まであり。

sims2とどこが変わったかというと、見た目的には髪がフワフワになったという所しか見当たらな
いのですが。

現在進行形なので新たな追加機能が期待出来るかも。

というか今の所ペットが飼えないので、ファンサイトでも様子見な雰囲気。

　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル
2010.10.10 Sun

http://www.nicovideo.jp/mylist/19609762
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


克哉とあきら。トリスタン

しばらく絵を描いていなかったのでリハビリ、という事でキャラ絵を書いていなかったトリスタ

ンを描いてみました。

「トリスタンと呼ばれたその人は、物腰が柔らかくて僕より背は少し高い方で、緩やかなパーマ

のかかったサラサラな栗毛は、より一層優しそうな雰囲気を醸し出していた。」

と書いたので栗毛Brunette（ブルネット）のゆるパーマ。

オマケ

葡萄持ってない方。（下書き）

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101013_705986.jpg
http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101013_705987.jpg


”Tristán　トリスタン”という名前ですが「トリスタンとイゾルデ」という「ロミオとジュリエット
」の元になった話から名前を取りました。

が、てっきりフランスの古い名前だとなぜか根拠も無く思っていたらスペインの名前だとか。

【欧羅巴人名録｜スペイン語 男性名】

セバスチャンはイギリスの執事の名前だと思ってたら実はスペイン系だった、と同じような思い

違い。

でもwikiには
「トリスタンはフランス語やドイツ語での呼称であり、英語では「トリストラム」と称される。

」

どっち？

でも古い名前らしいので今の子供には付けない、というのは聞いた事があります。

名前というと

ドイツの子供の名前Best10
【Beliebteste Vornamen（最も人気のある名前）】
アレキサンダーとマクシミリアンだらけですね。

女の子はマリエかマリア、マリア信仰の影響。

…兄弟のパパの名前が”マクシミリアン”
モンテクリスト伯こと「岩窟王」に出ていたドイツ人のいいやつの名前がそれなので付けやすい

のかもしれません。

書籍で出すと言って結構経過。

表紙絵が出来てないので、先延ばしになってます。

それとネットでもＤＬ出来るように、このブログの右側にたまに出てくる「ブクログのパブー

」という所に登録しました。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4003250311?ie=UTF8&tag=nightow-yukiko-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4003250311
http://www.worldsys.org/europe/spanish-male-names/00400
http://www.gfds.de/vornamen/beliebteste-vornamen/
http://p.booklog.jp/?ad=jugem


電子書籍のパブー

簡単に電子書籍を発行出来て販売も可能。

成人指定本もＯＫ。

PDFやePub形式でのダウンロードも可能なので、KindleやiPadなどの電子書籍リーダーで閲覧す
ることができます。

近いうちにアップしてiPadとかiPhoneで読めるような形式になるかと思います。
でも形式は多分ＰＤＦの画像データになって、パブーにアップされてる小説の形式とはちょっと

違うカンジになります。

PDFでデータ作って印刷用にしてるからそれを切り出してアップ。
160ページくらい、小説としては少ないけどパブーで出す小説本（素人部門）だと多い方。
全体で何MBくらいになるんだろう。
多分パブーのページ数多めな小説作品ページ数がだいたい50くらいだったので、３つくらいに分
割するかも。

もちろん挿絵もカラーで入れます。

「克哉とあきら。」１位

「武とかなた。」２位

「はるかとかなた。」７位

千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外１４位

克哉と冬時。［克哉とあきら］番外２０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

書き手ランク　　内藤侑子　１位　(10年１０月１３日現在)

画像あります。for 携帯版
FC2小説【小説一覧】

http://p.booklog.jp/?ref=logo
http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm
http://mumei.org/public/t3138.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.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
2010.10.13 Wed

http://novel.blogmura.com/
http://novel.blogmura.com/novel_bl/
http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


エルシャダイオンリー「大丈夫だ、問題ない。」に参加します。

ついｶｯとなって唐突に参加表明してしまったが、大丈夫か？

エルシャダイオンリー

「大丈夫だ、問題ない。」

2010年11月3日(水・祝)
神奈川県：川崎市産業振興会館　地図

こちらの「スキマフェス」というイベントの一部として開催するそうです。

イベントなんて久しぶりだ…もしかしたらフランスぶり。

イベントカットはこちら。

案外カッコイーノックの鼻は丸い。

予定としては告知から期間が短かったのでコピー本になると思います。

それとポストカード、種類描けたらその分増えるオンデマンド（自宅印刷）なカンジで。

https://ketto.com/af_link.cgi?%83I%83%82%83j%83%8C%83%93%83%89%83N%83%88%83E%83J%83b%83R%83J%83%8A&http://ketto.com/sf/
http://ketto.com/map/kawa.htm
file:///tmp/puboo/56399/196729/8853582c5827118c227e/19945/epub/OEBPS/image/03B8013C-F56F-11E1-B5C9-D757058D85C2_l.jpg


突然朝にネタを思いついて、中身から装丁まで全部思い浮かんだので、これは…

”神は言っている、イベントに参加するべきだと…”

と、twitterのTLで流れてきたエルシャダイオンリーイベントの記事を思い出してフォームからすぐ
に申し込みました。

あと参加費割引があったので。

アキバに”twitterのフォロワーの数だけ割り引くよ（リア充してないお前らには無理だろうけ
どwww）”という挑戦的な割引がありますが、この場合ネットなのでtwitterに呟く事で宣伝にもな
るので割引という形式なので納得。

私もこのイベントをtwitterで知ったぐらいだし。

という事で思いっきり引かせて頂きました。

自分の場合はほとんどbotですが。

それにしてもこんな組み合わせ、何だか懐かしいな…。
と思って考えてみたら、神父とトンガリでした。

大丈夫だ、好物なので問題なく愛せる。

そしてこんな時間に記事を投稿しているが…まぁいいんじゃないかな、いつも猫に起こされる時
間帯だし。

　 　 　

JUGEMテーマ：ゲーム
2010.10.15 Fri

http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/actgame/
http://game.blogmura.com/game_circle/
http://illustration.blogmura.com/
http://jugem.jp/theme/c277/14/


イギを描いてみた。

エルシャダイオンリーイベント「大丈夫だ、問題ない。」のスペースは”大問５１”です。

こんな時に何描いてるんだというカンジもしますが、以前から気になっていたアイコン募集中の

イギリスbot用にアイコンを描いてみたのだけど…。

先に描いてくれた人が居たらしいので、とりあえずココにだけ掲載。

そのbotが女の子イギリス（notにょたりあ）だったのでほんの少しのふくらみが…。

気にしなければ気にならない。

おっぱいについては、なんとなくイメージとして欧州で普通サイズのＤカップくらいをイメージ

。

欧州のＤは日本のＥなんだっけ…。
手のひらサイズぐらい、という事で。

→【欧日サイズ比較一覧｜ROYAL BLUE】

そしてエルシャダイ本を現在製作中。

http://yunight-kouki.img.jugem.jp/20101022_712531.jpg
http://www.royal-blue.jp/aboutsize.html


案外参加サークルが多くてビビりまくってます。

　

JUGEMテーマ：ヘタリア
2010.10.24 Sun

http://illustration.blogmura.com/
http://illustration.blogmura.com/fanartcomic/
http://jugem.jp/theme/c189/5367/


昨日は申し訳ありませんでした。

昨日（11月3日）はイベントを欠席してしまって申し訳ありませんでした。
結構ブログに来ていただいたみたいで。

会場に行けてなくてすみません。

いつも疲れると出てくる蕁麻疹が顔とかに出てきしまって、まるでリンゴ病みたいになって東北

の子供のようにほっぺが真っ赤に…。

っていつの話だろう。

今でもリンパ腺の辺り、耳の下の首周辺が腫れてますが昨日よりは動けるようになりました。

根詰めるとよく蕁麻疹が出てくるので、無理やりスケジュール入れてはいけませんね…やっぱり
。

一冊作るのにいつも3ヶ月ぐらいは期間を見るのですが、今回は20日間でした。

資料集めとコンセプト設定、富樫下書きくらいしか出来てません。



ペンタブの不具合もあってなかなか原稿が進まないのもあった。

ペンタブがちょっと前からですがなかなか動作しなくなってきて作業に支障が出るようになって

きたので、そろそろ買い替え時かなと思っております。

 今使ってるのが作業範囲ハガキサイズのものなのですが、やっぱりサイズが大きい方がいいもの
かどうか検討中。

 長いストロークの線を引く場合はいいかもしれませんが、収納に困りそう。

本が出来ましたら電子書籍で多分出すかもしれないので、こちらのブログとかtwitterに告知します
。

ちょっと見開き表示にするか、片ページ表示にするか検討中です。

電子書籍だとカラーにも出来るので、少しカラーも入れるかも。

当初、コピー本なので時間があればカラー口絵をトップページに入れようと思ってましたし。

そんな中、ヤフオクで一週間前に入札したままの価格で”シムズ２”を落札出来てしまったので、近
くプレイ画なんかをアップしているかもしれません。

今はインストールして動作確認してる最中、一応ノートでも動きました。

最近のノートは凄い。

JUGEMテーマ：ゲーム
2010.11.04 Thu

http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://jugem.jp/theme/c277/14/


sims2身長変更[stretchskeleton]

[シムピープル/PCゲーム]

sims2のチート”stretchskeleton”について書いてみたいと思います。

”stretchskeleton”
骨格を伸ばすって…。

チートとは

ゲームのプレイ中に”Shift+Ctrl+C”を同時押しして上部に出てきた枠にコードを入力するというも
のです。

チートコードはこちら

【ザ・シムズ2】データベース『チートコード（裏技）』｜シムパーソンデータ倶楽部

動物の場合

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html
http://www4.ocn.ne.jp/~pepti/data/0014.html


ペットライフを持ってるのでペットにもしてみた所、このようになりました。

どうやら”舌”は別スキンを使用しているらしくサイズ変更不可能でした。
小さいのは子猫時代だけ。

小さい子を愛でたい場合は 引き取るor子犬/子猫を作る で作成するしかないようです。

比較

左から２番目が何もしない状態。

一番左が0.95で左から３番目の女性が0.9
たった0.05差なのに結構差がついているので、やっぱり男女差があるのかも。



ちなみに女性は肥満体、むっちりボディ最高。

一番左の子の服

男性の可愛い系の服が充実。

韓国語なので多少分かりにくいかも。

女性の服

服だけじゃなく美形スキン多数。

綺麗なリカラーオブとか、Poseboxも多数。

なんとなく”１＝160cm”というイメージ

そうすると

ジャイアント馬場は”stretchskeleton 1.307”
アンドレ・ザ・ジャイアントは”stretchskeleton 1.394”
池乃めだかが”stretchskeleton 0.906”となります。

でも家族写真では皆同じ身長になります。

http://blog.daum.net/grayish
http://honeypetal.hanabie.com/index.html


ただし、これらのチートを使用した際のエラーについてはサポート対象外だそうです。

stretchskeleton 100
とかやりたくなった。

    

JUGEMテーマ：シムピープル
2010.11.26 Fri

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


sims2メイドさん死去

[シムピープル/PCゲーム]

シム家にて、子供が帰ってくる時間帯に部屋に入ってこないので視点を切り替えたら

メイドさんがプールで溺死してました。

そういえば…

帰る時間を逸したのか

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html


普通のお客さんのように家で遊び始めていたような…。

何か「おーい」とか呼んでいたので一緒に泳いだりとかしてたけど…。

エラーで出られなくなってたのか…哀れ。

チートの”moveobjects on”にして人間を動かせるようにしても、プールに入られたら横移動しても
地面に入ってしまうし。

NPCに命令を出すチートとかが無いので、結局どう考えても救える状態ではありませんでした。



sims1含めNPCが死亡したのは初めて。

このメイドさんといえば

一緒に掃除したり。

勉強を鼻で笑われたりしたなぁ。

何もかも、みな懐かしい…（タイムリー）



初めてメイドが家に来た時。

家長の克哉が見惚れてパイを焦がしていました。



そりゃ、あんなフレンチメイドが居たら驚くかも。

メイドさんのお墓。

深夜になったらメイドさんの幽霊が出てくる。

売却も可能ですが、とりあえず残しておきます。

シムの女性の行動はあまり可愛くないので、そんなに女性キャラを作ってませんでした。

日本の萌えキャラのような行動されても邪魔臭いだけですが、腋の匂い嗅いで「ｳｪｯﾌﾟｩ〜！」

とか、イスに座っても足閉じないとか、がに股でドスドス歩くとか、ｳｪ〜ｲｳｯﾌｰﾝ♪という声とか

。

見ててまぁまぁ面白いから、いいか…。

でも日本女性特有の動きとか導入してほしい、かも。

    

JUGEMテーマ：シムピープル
2010.11.30 Tue

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


新刊/克哉とあきら。日本編その１　とりあえず発行。

電子書籍サイトの”パブー”にて新刊を出しました。
この形での刊行は初めてだったので、まずはお試しとしてこちらで出させて頂きました。

購入はこちらから。

【克哉とあきら。日本編その１】P64 を購入する。

お試し読みもあるので、中を見る事も出来ます。

PDFデータとしてダウンロードも出来るそうです。

表紙は小さめな画像しか置けなかったので、サイトに印刷出来るようなサイズの表紙カバー

のPDFデータを置いてます。
なので、表紙は無料でプリントアウト出来る状態。

上の小さい画像にあるように、帯とセットになってます。

紙媒体用の本として編集していたものを画像ファイルにして掲載しているので、中身は文庫版の

ようなデザインになってます。

全体でページ数は160Pなので３分割して一冊64Pでダウンロードしやすい4MBほどにしました。
以前の画集が190MBとかなりダウンロードしにくい重さだったので。

電書版は1冊150円
3冊購入すれば元の1冊分の価格と同じ（450円）になるようにしています。

※12月25日価格改定しました。

http://p.booklog.jp/book/15655


一冊100円

どうやらここの”パブー”はiPadに対応しているらしいので、iPadでも閲覧できるようです。

今回のものには挿絵は２つ入ってます。

表紙もAmazon版で予定しているものとは違ってイラスト版。
どっちか迷いましたが、パブーはなんとなく大丈夫かなと思ったので。

今後、上記で言った通り出来ればAmazonに紙版の本を、DLサイト.com(花まる)にこちらと同じよ
うな電子書籍版を置きたいと思います。

現在それぞれに合わせた形に編集中です。

「克哉とあきら。」１位

「武とかなた。」２位

「はるかとかなた。」６位

千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外９位

克哉と冬時。［克哉とあきら］番外１１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７３位

書き手ランク　　内藤侑子　１位　(10年１２月３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
2010.12.03 Fri

http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm
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http://mumei.org/public/t2628.htm
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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/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


本の通販はじめました。（電子書籍もちゃんと縦書き表示）

長い事書いてた小説を、ちょっと紙の本にしてみようかなと思って本にしてみました。

※電子書籍版ではリンクが表示されませんのでご了承下さい。

密林社さんに委託して販売してもらっています。

密林社さんはプロアマ問わず受け付けているそうなので、同人などをしている人にお勧め。

今回のようなアダルト設定の本でも取り扱ってもらえるようです。

アダルト、と言っても無銘文庫で見てもらえば分かるようにそうでもないです。

でもそういった表現は含まれているのでアダルト設定にしました。

中にカラー挿絵を入れていたのですが、製本するにあたって紙の質が違うとバラける可能性があ

るため本文と同じような紙に印刷しなおしました。

なので初回版は余った厚口光沢紙の挿絵の方を２枚セットにしてオマケで付けてみました。

いわゆるポストカード同梱というやつです。

表紙も商業誌と同じく表紙カバーに帯付き。

といってもコピー本なのでプリンターで光沢紙に印刷したものです。

同時に電子書籍版も発行しました。

克哉とあきら。日本編その１

克哉とあきら。日本編その１(2)

克哉とあきら。日本編その１(3)

１冊分のデータ全部だと重かったので、３分割しました。

内容は同じもの。

http://www.mitsurin.com/
http://mumei.org/public/a1336.htm


表紙だけ違いますが、中の挿絵のものを使用してます。

iPadやTabなんかで読める PDF や epud データになってます。
紙の本と同じく縦書き表示の画像データになってるので、いつも通り読めるようになってます。

電子書籍はまだ電子という事もあって、PCと同じく通常横書き表示になってるのが多いので、今
まで通り本を読んでる人にとっては慣れないのかもしれません。

↓こちらのは横書き表示ですが、携帯の場合は横書きが見やすいかもしれない。

「克哉とあきら。」１位

「武とかなた。」４位

「はるかとかなた。」９位

千晶とあきらと巽。［あきらの過去］番外１５位

克哉と冬時。［克哉とあきら］番外１１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４６位

書き手ランク　　内藤侑子　１位　(10年１２月１６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
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http://mumei.org/public/t1914.htm
http://mumei.org/public/t1754.htm
http://mumei.org/public/t1751.htm
http://mumei.org/public/t2700.htm
http://mumei.org/public/t3138.htm
http://mumei.org/public/t2628.htm
http://mumei.org/public/t2629.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/originalillust/
http://jugem.jp/theme/c231/5180/


sims2お役立ちアイテム

[シムピープル｜PCゲーム]

sims2を購入して1ヶ月半、使っていくウチに見つけた便利なオブジェクトを適当にまとめてみま
した。

・体力や空腹が一気に回復する自販機

TSR　by Halloween4
体力回復ベンダー一覧

気分や体力や空腹が一気に回復する自販機。

仕事前に一気に回復させて、便意がちょっと上がったりするのでトイレに行ってから車に乗って

職場に、とか。

室内外に設置可能、取り付ける際は近くにテーブルやゴミ箱などを設置して下さい。

http://keyword.blogmura.com/key00195682.html
http://keyword.blogmura.com/key00018975.html
http://www.thesimsresource.com/
http://www.thesimsresource.com/members/Halloween4
http://www.thesimsresource.com/members/Halloween4/downloads/browse/category/sims2-objects/


ビールの自販機の前ではこんなカンジになります。

楽しさが回復する反面、便意が増して体力が減る。

・物がいっぱい置ける小さなテーブル

Mod The Sims
[Castaway Style Coffee Table]by leesester
http://www.modthesims.info/download.php?t=408428

置けるのは３つだけですが、小さいので邪魔にならない。

シーズンズをまだ手に入れてなくて飾り棚が無い場合に便利。

自販機の隣やデートのお返しの薔薇を飾る際に使用しています。

・幅をとらないカウンター

Mod The Sims
[Smaller Food Prep / Counter OMSP]by SilentLucidity

http://www.modthesims.info/
http://www.modthesims.info/member.php?u=2168990
http://www.modthesims.info/download.php?t=408428
http://www.modthesims.info/
http://www.modthesims.info/member.php?u=2134630


http://www.modthesims.info/download.php?t=329446

幅を取らないのでキッチン周辺にまとめて設置出来るため、用意した食事をあちこちに配膳して

回る行動を防止出来ます。

どんな所でも設置出来るので、ベッドの上に置いて病院プレイとか。

通常の家具の場所からでは見つけにくい（無い？）ので

コレクションファイル＞赤いＯＭＳＰのアイコンの付いたファイル

の中にあります。

・天井や壁に取り付ける照明

Mod The Sims
[NiceNBrite Fluorescent Lites]by mustluvcatz
http://www.modthesims.info/download.php?t=411167

天井や壁ぴったりに取り付けが出来るシンプルな照明。

撮影の邪魔にならないのでよく撮影する家にはお勧め、設置価格が一番安いのでよく見るという

事もある。

明かりの色は白色蛍光灯の色になります。

・防犯アラームの絵

Parsimonious sims

build mode objects/Vintage Coveralls

http://www.modthesims.info/download.php?t=329446
http://www.modthesims.info/
http://www.modthesims.info/member.php?u=2141183
http://www.modthesims.info/download.php?t=411167
http://www.parsimonious.org/
http://www.parsimonious.org/furniture2/build/k8-Vintage_Coveralls.shtml


歴史プレイなどで壁にあまり機材を付けたくない場合に。

このシムオブサイトは他にも色々と役立つアイテムがあるのでお勧めです。

ドラキュラとか魔女になるポーションとか。

まずはこのくらい。

もっと長期間やっていけば色々と便利アイテムが見つかるかもしれません。

今回は良いデザインや綺麗なデザインといったものは紹介してません。

個人的な見解とかが入ってくると思うので。

そこで、sims2では家を丸ごとパッケージ出来るのですが。
カスタム家具ごと合わせてパッケージしてしまいます。

前のsims1の時のように家具が消えたり別のに変わってたりする事はないようです。
（Maxis公式の未インストールアイテムの場合は差し変わります）

なのですが、こまめにメモしてないと勝手に配布になってしまう。

そこまで全部覚えてないんで、家配布しても紹介しきれない。

【画像あります。｜sims2家配布｜スクエアハウス】

一応リンクは入れてますが、きっとコレ以上あったような気がする。

他の家配布サイトさんもこんなカンジでした。

いや、紹介とかあんまり見た事ない…自作っぽくもなかったり…。

　 　 　 　

JUGEMテーマ：シムピープル
2010.12.17 Fri

http://tecnicaltypexxxa.web.fc2.com/sim/q_house/sim11.html
http://game.blogmura.com/in/plaync_307517.html
http://game.blogmura.com/pcgame/
http://game.blogmura.com/slggame/
http://game.blogmura.com/gamehowto/
http://game.blogmura.com/game_gazou/
http://jugem.jp/theme/c98/7247/


奥付

「主に連絡用。(仮)」ブログ2010年まで

http://p.booklog.jp/book/56399

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

感想はこちらのコメントへ

http://p.booklog.jp/book/56399

ブクログ本棚へ入れる

http://booklog.jp/item/3/56399

twitter→　@knight_ykk
FaceBook→Ykk knight
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