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Loose brain

あたまのゆるいひと
ちょっとあたまのゆるい人、彼のスタンプです。

●出席番号：179

【あたまのゆるいひと】「あたまのよわいひと」（出席番号
172・不許可）「権利の所在が明確でないもの（例：二次創
作など）」のリジェクトを全面修正しました。そのあとも「世界の

異なる文化・習慣の観点から販売国を25カ国に限定」という
ことでリジェクト。英語タイトルの Loose brain が受け入れられな
かったようです。国によって差別的な文言になるのかと思います。

https://store.line.me/stickershop/product/4504833/ja


Yes, sir. Ninja

そうじゃ忍者
好評、質問編「どうじゃ忍者」に続く、
回答編「そうじゃ忍者」のスタンプです。
一緒に使えば効果抜群。

●出席番号：173

【そうじゃ忍者】これまでスタンプを作ってきて基本的に同じキャ
ラでの作品はありませんでしたが、今回は以前と同じ「どうじゃ
忍者」（出席番号：022）の純粋なる続編になります。前作で

は質問ばっかりで、答えが返ってきたときのリアクションがありま
せんでした…。これでは使いづらいだろうと作ったのが「そうじゃ
忍者」になります。

https://store.line.me/stickershop/product/4449679/ja


feeble-brained

あたまのよわいひと
ちょっと頭の弱い人、彼のスタンプです。

●出席番号：172

【あたまのよわいひと】不許可。「権利の所在が明確でないも
の（二次創作など）」ということでリジェクトになりました。パクリ
の認定を受けたということです。ウケねらいで完全にパクって作っ

てるんですからしょうがないですね。なので、改めてカラーにして、
線幅を均一で太めに。そして自分をモデルに変更し全画像を作
り直したのが「あたまのゆるいひと」（出席番号：179）です。



Dekunobo

でくのぼう
気のきかない、理解できない、役立たずのキャラクター。
でくのぼうのスタンプです。

●出席番号：171

【でくのぼう】線画表現でシュール系のウケねらいで作ってみた
ものの、やはり自分の任にないものはダメなんでしょうか…なかな
かむずかしい。シュール系といっても、少しは日常に使えるスタン

プがあった方がいいだろうと、内容的には通常使う言葉を入れて
ます。しかし手足を作らずに、棒の一部、顔だけの表情表現に
なりましたので、インパクトが弱くなってしまいました。

https://store.line.me/stickershop/product/4449676/ja


wakariyasushi-kun

わかりやすしくん
シンプル！単純に使えて、分かりやすい。
わかりやすしくんのスタンプ登場。

●出席番号：110

【わかりやすしくん】読んで字のごとく分かりやすく単純に使え
て、キャラもできるだけシンプルなものを作ってみました。一応ス
タンプですので、少しは使えるものを作っておこうという動機です。

…とりたててどうこう語るキャラではないのですが、まだまだ言葉
はたくさんありますので、その 2，3 のシリーズも作ってみようかと
考えています。

https://store.line.me/stickershop/product/4449670/ja


Charming sumo wrestler

チャーミング力士
チャーミング力士。彼の四股名は「魅力山（みりきやま）」。
可愛いお相撲さん。得意技は不戦勝です。

●出席番号：095

【チャーミング力士】おねえっぽい力士はどうだろう？　と思って
つくりました。遠い昔、永井豪先生の漫画作品の中で、「すも
う部」ならぬ「ほもう部」っていうのが出てくる作品があったかと

…それが記憶の底に残ってたんだと思います。四股名の「魅力
山（みりきやま）」、得意技は不戦勝といったところは、気に入っ
てる設定です。途中出てくる、色紙の『手形』も気に入ってます。

https://store.line.me/stickershop/product/3092679/ja


Begging Kuribo

おねだり栗ぼう
秋にピッタリ！　栗づくしのダジャレで会話する。
おねだり栗ぼうのスタンプです。

●出席番号：081

【おねだり栗ぼう】ダジャレネタで、栗づくしになっています。最
初ピンクの栗にしようと思ったんですが、着色したら桃になっちゃっ
たのでやめました。よく「ちーん」と倒れているスタンプを見かけ

ますが、〝ぽっくり〟と「死」に関する露骨な表現になるとまず
いんですね、今回「ユーザーが混乱、嫌悪するように設計され
ているもの」として、リジェクト受けてしまいました…残念。

https://store.line.me/stickershop/product/4779210/ja


magical girl Nare

魔女っ子ナレ
なるようになれ！魔法で何でも願いを叶えましょう。
魔女っ子ナレにおまかせよ。

●出席番号：077

【魔女っ子ナレ】魔法はなりたいモノやコトを願うので単純に “ ナ
レ”とネーミング。最初は“ナーレ”と音引きが入ってたんですが、
思いは強くあれと希望的雰囲気になる音引きをはずして “ ナレ ”

と強制的な名前に変更しました。完全にイメージが出来上がっ
て作ったキャラではないので、流れにまかせながら、なるようにな
れ…と作ってしまったので少々不安定な出来上がりになりました。

https://store.line.me/stickershop/product/4443684/ja


Folk singer

フォークシンガー
チューリップハットをかぶった時代錯誤のフォークシンガー。
彼は大賞をもらうつもりでいます。

●出席番号：076

【フォークシンガー】歌詞をスタンプにできるかなぁ…がきっかけ
ですが、歌詞になりそうなよくある言葉でと考えましたが、有名
なフレーズを使えば著作権に引っかかります。それならいいかげ

んな自作の歌をつくっちゃえということで出来上がりました。5 曲
分入ってます。個人的にすごく気に入ってるキャラクターなので、
こいつは続きを作りたいと思っています。

https://store.line.me/stickershop/product/4443205/ja


Salacco of Kappa

かっぱのサラコ
作務衣を着たカッパのサラコ。いつも元気であいさつします。

●出席番号：075

【かっぱのサラコ】単純に河童のキャラクターを作りたかったの
です。カッパだから髪型はおかっぱ、なので女性キャラ。女性キャ
ラだから裸にしないで作務衣を着せて、妖怪なので無口にして、

話す内容は少なめのカタカナ言葉にして、最後にチョコッとダジャ
レを入れました。顔色は悪いですが明るい良い子なので可愛がっ
てください。

https://store.line.me/stickershop/product/4442558/ja


Unfounded

事実無根
私は時日夢近。疑われ続ける武士です。
その申し立ては、まったく事実無根。
いつの日にか、身の潔白を証明したいと思っている。

●出席番号：074

【事実無根】「白紙撤回」（出席番号：073）と同様、東京オ
リンピック関連でエンブレムのパクリがどうのという時に飛び交っ
てた言葉から発想しました。単色でモノクロの時代劇、劇画チッ

クにしようと考えて作りました。気になったのは、刀を振り回して
いてバックに赤が飛び散る表現だと、残酷だのでリジェクトされる
のはイヤだなぁ…と思い、その部分バックは金にしました。

https://store.line.me/stickershop/product/4442408/ja


Let’s scrap everything

白紙撤回
私は薄志鉄塊。
意志の弱い武道家です。すぐやり直したくなります。
すべてを白紙撤回して、再度、やり直しましょう。

●出席番号：073

【白紙撤回】東京オリンピック関連で新国立競技場を、お金が
かかるから造るのやめたのどうのこうのって時に使われた言葉から
作りだしました。「事実無根」（出席番号：074）もそうですが、

薄志鉄塊、時日夢近、といったフレーズを名前にして、キャラクター
を作り出すパターンの一つです。毎度のこと、スタンプとして使
いようがありませんが、ネタとして見ていただければ幸いです。

https://store.line.me/stickershop/product/4424795/ja


Flying cushion

空飛ぶ座布団
空飛ぶ座布団があったらいいなと思って作りました。
40 コマ漫画になっています、楽しんでください。

●出席番号：072

【空飛ぶ座布団】漫画です。完全に漫画にしました。これはス
タンプで使えないです。40コマ漫画になってますので、読んで
いただければ幸いです。スタンプ作成ルールの軽い掟破りなの

で、物語も軽い掟破で夢オチをアレンジしてます。漫画は左上
からヨコに進み、最後は右下でエンディングです。お時間ありま
したら読んでくださいませ。

https://store.line.me/stickershop/product/3092676/ja


Salesperson of a rhinoceros

うるサイ
サイの販売員は、何かとうるさい事を言います。

●出席番号：071

【うるサイ】〝騒 し々い〟ので〝うるさい（五月蠅い）〟それから〝売
るサイ〟に変換。ということは販売員のサイ。という流れ。ただただ、
ダジャレのまま、ながれのままで設定してます。適当で、いいか

げんです。概ね、制作の動機というか設定がダジャレ表現なの
ですが、「○○なサイ」をいろいろ考えるのもそれなりに努力して
いるということでご了承ください。

https://store.line.me/stickershop/product/3092748/ja


Otakun.

おたくん。
ニックネームおたくんの本名は、おおたたくや。
彼はいつでも己に素直です。

●出席番号：070

【おたくん。】なんとなく作ってます。本当なら詳しくちゃんと動き
や内容を調べた上で表現するんですが、途中おたげいっぽい動
きも入れてみました。こんな感じでは？　で作ってしまいました（い

つもそうですゴメンなさい）。これを作ってた時は、ただ数を増やし
たかったので思いついたまま作って、つめきってないですね、反
省です。でも限界かなぁ、これ以上は作れなかったと思います。

https://store.line.me/stickershop/product/3092756/ja


fighteng

ファイ天狗
闘争心の旺盛な天狗。彼の名は “ ファイ天狗 ”。

●出席番号：069

【ファイ天狗】ファイティング・・・で「ファイ天狗」です。ダジャ
レです、以上でございます。あまりにもくだらなすぎて、コメントす
るのが恥ずかしくなってきました。みなさまの貴重なお時間を無駄

に使わせてしまって誠に申し訳ございません。これに懲りず、今
後とも末永いおつきあいのほどよろしくお願いいたします。ちょっ
と顔色悪かったかなあ…。

https://store.line.me/stickershop/product/1506523/ja


Gudahiyo

ぐだひよ
ぐだぐだしているヒヨコ。彼の名は “ ぐだひよ ”。

●出席番号：068

【ぐだひよ】当然有名な「ぐでたま」からインスピレーションを得
て発想してます。当初は〝だるいひよこ〟で「だるひよ」と名
前をつけてたんですが、世の中にすでに〝だるまのひよこ〟とし

て存在してましたので、〝ぐだぐだしたひよこ〟で「ぐだひよ」に
しました。しかしワタシ適当でいいかげんにスタンプつくってます
ね〜スミマセン。

https://store.line.me/stickershop/product/1506518/ja


Summer! mugiwara

夏！ムギワラちゃん
夏少女ムギワラちゃん。暑い夏を楽しく過ごそう。

●出席番号：067

【夏！ムギワラちゃん】夏がテーマ、季節ものに媚びてみました。
「麦わら帽子の少女」というキーワードから「夏の少女」へ。「夏
の少女」のキーワードイメージはもうちょっと年齢は高いのですが、

表現上二頭身キャラになるパターンでは、本当に少女の方が作
りやすかったので幼くしました。しかし数コマは大人っぽいアンニュ
イなイメージが自然に生まれましたので、探してみてください。

https://store.line.me/stickershop/product/1304111/ja


Turco's in love

恋するターコさん
恋に落ちたターコさんに、幸せは訪れるのでしょうか？

●出席番号：066

【恋するターコさん】無口な女学生のターコさん。けっこう気が
強そうな性格、少々昭和っぽさも。むかしターコさんと呼ばれてい
た人が、スーパーの中にあるパン屋さんでバイトしてて、閉店間

際に行くと「どうせすてちゃうんだから…」といって内緒でパンを
サービスしてくれました。このターコさんはその人がモデルというわ
けでは無く、ただ単にタコのキャラを作ったのでターコにしました。

https://store.line.me/stickershop/product/1506516/ja


Social Miss Madoka 

社会のまどかちゃん
独身、社会のまどかちゃんの日常生活。

●出席番号：065

【社会のまどかちゃん】できるだけ単純でシンプルの四角顔キャ
ラを作りました。四角い顔だから窓かな〜というわけで名前は「ま
どか」に決めました。シンプルな割に表情もなかなか豊かで、お

気に入りのキャラクターになりました。申請時「まどかちゃん」と
いうスタンプは既にあったので「。」を付けたのですが、販売開
始後なぜか「まどかちゃん」で検索されせんので改名しました。

https://store.line.me/stickershop/product/1506506/ja


"hengao" Little Foolish hood

変顔ばか頭巾
変顔が得意な赤頭巾、ばか頭巾ちゃん。

●出席番号：064

【変顔ばか頭巾】できる限り単純な線だけで変な顔や表情、バ
カづらを表現できないかなぁ…と作りはじめたので、赤頭巾ではあ
りませんでした。しかし変顔は普通の顔が変になるから面白いの

で、ただ変な顔だけでは今ひとつ面白くありません。元の赤頭巾
ちゃんキャラをもっとしっかりと可愛く魅力的に作らなければいけま
せんでした、反省です。

https://store.line.me/stickershop/product/1388938/ja


KOWARA

コワら
壊れかけてるコアラ、コワらの生活。

●出席番号：063

【コワら】服を着てないグレーのキャラなので、顔色やほっぺの
色でリズムを出してみました。作るときはある程度しっかりと下描
きをを行うんですが、できるだけ下描きに近いカタチで作りました。

ラフな感じをねらったつもりなんですが、もともと上手に絵を作れ
るわけではないので逆に汚く見えたかも。年を取ると、しっかり描
いてもよれる絵になるので、そのへんも考えなければ…。

https://store.line.me/stickershop/product/1386548/ja


ZENZO

ゼンぞう
ゼンマイ仕掛けで動くおもちゃの象さん。

●出席番号：062

「ゼンぞう」〝ゼンマイ仕掛けのおもちゃの象さん〟です。キャ
ラの服装、カラーもおおむね同じになりますが、「ゼンぞう」はぞ
うさんでグレーなのと、カタチがちょっとシンプルなので、初めてキャ

ラの服の色を数色に変えてみました。全部を見るような時はバラ
エティに多色のほうが楽しそうですが、使うときは “ ひとつ ” なの
で、単色の決まったカラーでもよかったかもしれません…。

https://store.line.me/stickershop/product/1386555/ja


Hurray! king

えいえい王
がんばれ！がんばれ！少年エイの王様

●出席番号：061

【えいえい王】「えいえいおー！」という、勝ちどきの声をキャラに
して〝エイ〟と〝王〟をつなげたという…。しかしよくもまあ、こ
んないいかげんなキャラクター、誰が作ったんでしょう…ワタシで

す。なんといいいましょうか…深い意味も浅い意味も、何も意味
がないので、ただ見ていただいて…感じてください。ドンシンク・
フィールです。

https://store.line.me/stickershop/product/1386540/ja


Hang in there! Matsutake-kun

がんばれ！マツタケくん
世の中いろいろあるけれど、頑張れマツタケくん。元気に行こう！

●出席番号：060

【がんばれ！マツタケくん】審査落ちした「がんばれ！まつたけちゃ
ん」（出席番号：014・不許可）を変更。足も無くセリフも外し
別物として登場、生まれ変わってます。審査も一発 OK でした。

数多くキャラができると、日の目を見れないと可愛そうになって、
なんとかできないかと新しくしました。ちがうけど同じで、同じだけ
どちがう。これで自分はなっとくできました。

https://store.line.me/stickershop/product/1214256/ja


Kanri classic

カンリちゃん classic
少女カンリちゃんは団地住まい。
お父さん（六輔）、お母さん（みどり）、双子の妹（クミ・アイ）の
五人家族です。

●出席番号：059

【カンリちゃん classic】団地の広報に登場したキャラクター
です。実際に広報紙に登場した画像をスタンプにしました。バ
カボンのパパコスプレバージョンとフーテンの寅さんコスプレバー

ジョンがあったのですが、著作権に関する「権利の所在が明確
でないもの（例：二次創作など）」ということでリジェクトを受けて
しまいましたので、別の画像と差し替えました。ちょっと残念です。

https://store.line.me/stickershop/product/1211712/ja


Mole-the OWL

ほくろう
ほくろがキュートなフクロウのリアクションは抜群です。

●出席番号：058

【ほくろう】〝ほくろ〟と〝ふくろう〟をつなげたという安易な発想
です。スタンプ定番のトリのキャラクターになります。トリのキャラ
クターとしては、他に「旅からす」（出席番号：035）がいますが、「ほ

くろう」はどちらかというと、できる限りシンプルでかつ、リアクショ
ン重視と連続性で作成しました。もう少し場所に関するシチュエー
ションがあったほうがよかったかもしれません。

https://store.line.me/stickershop/product/1293669/ja


Young Gals yuko

こぎゃるのユーコ
絶滅危惧種のこぎゃるのユーコさんは、もうすぐ 40 歳です。

●出席番号：057

【こぎゃるのユーコ】こぎゃるのユーコさん登場です。作ってて
驚いたんですが、彼女「チョベリバ」とか「超ウケる」など、
いろいろしゃべってくれるかと思ってたらなんか無口なので、その

ままでアップしました。アラフォーとのこと、もうじき40 歳なのが
発覚です。人見知りが強かったようで、これから少しずつしゃべっ
てもらって、今後トークバージョンもできたらと考えています。

https://store.line.me/stickershop/product/1293684/ja


nemukkuma

ねむっくま
睡眠不足の熊。彼はいつも眠い。

●出席番号：056

【ねむっくま】人気キャラにネコ、ウサギ、クマ、パンダ、トリ…
といった動物がいます。ネコは過去に「ネコはかせ」（出席番号：
004）と「なきねこ」（出席番号：032）を作ってますので、ク

マにしようと。最初は違う名前でしたが、「ねむい」と本人が主
張してきました。そこで「ねむくま」にしようと思ったんですが。リ
ラックマにあやかって「ねむっくま」とさせていただきました。

https://store.line.me/stickershop/product/1293659/ja


Writing rabbit

●出席番号：055

作文うさぎ
作文うさぎは、ひらがな四文字のシンプルな言葉で会話します。

【作文うさぎ】ウサギでシンプルにというところから発想していきま
した。ひらがな四文字の表現も無理矢理なところもありますが、
リズムが生まれてよかったと思います。これは制作途中で挫折し

たスタンプです。その理由は内容ではなくて画材。パソコンで最
初からペンタブ使って完全デジタルで作ろうと思ったけど、ダメだっ
たということです…。

https://store.line.me/stickershop/product/1299750/ja


Cheers to reunion

再会に乾杯
酒場に訪れた男。一体彼は何者なのか。

●出席番号：054

【再会に乾杯】酒場に訪れた初老の男。昔何をしていたのか、
今何をしているのか。幸せなのか不幸せなのか。一応の設定は
してありますが、秘密にしますのでご想像ください。このスタンプ

は「落語家　三枢亭円山」（出席番号：073）「負け犬」（出
席番号：039）でもやりましたが、左上から40コマの漫画スタ
ンプになっていますので読んでみてください。

https://store.line.me/stickershop/product/1293097/ja


The hermit does not permit it

ゆる仙人
絶対に許さない、頑固な仙人。

●出席番号：053

【ゆる仙人】「ゆるしの神イインデス」（出席番号：008）は好評で、
その 2、3と作りたいのですが、許しきっちゃったので、これ以
上許すのが難しい…。それなら〝許さない〟と出来上がったのが

「ゆる仙人」です。「ゆるしの神イインデス」は気をつかって作
りましたが、「ゆる仙人」は適当。その軽さも魅力になっていて、
イインデスのアンサーキャラになっています。

https://store.line.me/stickershop/product/1293662/ja


kaba-CHAN

●出席番号：052

かばちゃん
心優しいカバのかばちゃん。とてもいいやつ。

【かばちゃん】できる限りシンプルに線画だけのモノクロ表現に
しようと思いましたが、もたないので我慢できずグレーのグラデー
ションをかけました。「カバじゃなくてウシに見える」と別の違う二

人から同様のコメントで指摘されましたので、もう少し色合い等表
現方法を考えた方がよかったかもしれません。入れた文章は一
般的な言葉なので比較的スタンプとして使えます。

https://store.line.me/stickershop/product/1293661/ja


Hey! Baby

ヘイ！ベイビー
自立してないくせに、言うことだけは一人前の生意気なベイビー。

●出席番号：051

【ヘイ！ベイビー】自分が赤ちゃんの時、しゃべる前に歩き出し
て一歳の誕生日には靴をダメにしたけど、妹は早いうちからペラ
ペラしゃべり出したけどなかなか歩き出さなかった。というエピソー

ドを聞き。自立してないのに言うだけは〝いっちょまえ〟というキャ
ラをつくりました。妹がヒントになってますが、モデルではありませ
ん。タイトルはフォーリーブスの『ヘイベイビー』からいただきました。

https://store.line.me/stickershop/product/1293102/ja


Mr. ZORO

ゾロさん
いいかげんなゾロさん。駄馬ダバディと迷コンビ。

●出席番号：050

【ゾロさん】キャラが生まれた順番を（出席番号）としてカウント
していますが「ゾロさん」は50です。「アラン・ドロンのゾロ」は「主
演第 50 作記念作品」という宣伝文句で公開された映画なので、

「50」個めはゾロだったわけです。ただそれだけなので設定も
なにもなく、ただポーズをとってるだけになりましたが、偶然にも、
駄馬ダバディというナイスな馬のキャラが生まれました。

https://store.line.me/stickershop/product/1293090/ja


Dance Prince

踊る王子くん
ダンスの好きな王子くん。彼は王様になれるでしょうか？

●出席番号：049

【踊る王子くん】当初「プリンス王子」といって独りよがりで勘
違いキャラをつくりたかったのですが、それがなかなか難しく思うよ
うにいきませんでした。紹介文に〝ダンスの好きな…〟とありま

すがこれはウソです。踊っているようなポーズが多かったので好
きなことにしました。そこで「踊る」と言うネーミングと合わせた
のですが、こちらがキャラを制御できず「踊らされ」ています。

https://store.line.me/stickershop/product/1293088/ja


Checkman

チェックマン
調査員のチェックマン。審査がちょっとゆるい、それが問題。

●出席番号：048

【チェックマン】40コマ漫画のテイストを含んでいます。左上か
ら順を追っていくとつながるバージョンです。作るきっかけは、ウ
チに電気で検査の人が調査にくるということで、どんなふうに検

査、チェックするのかなぁ？…というところから生まれました。検査
チェック、調査するのってたいへんですよね、ワタシにはとうてい
できないなぁ〜、手抜きしちゃうだろうなぁ〜が発想です。

https://store.line.me/stickershop/product/1296170/ja


Yokoshima Rumi

よこしまルミ
よこしま三姉妹の長女ルミ。やさしくて頼もしい。おっとりした性格。

●出席番号：047

【よこしまルミ】「よこしま三姉妹」長女ルミちゃんです。とにかく、
ただただ出来上がったキャラクターです。いろいろと思いはあった
のですがまとまらないまま生まれたキャラクター、「よこしまミカ」（出

席番号：033）、「よこしまアヤ」（出席番号：041）との無理
矢理姉妹です。彼女においてはルミという名前さえも土壇場まで
決められませんでした。三姉妹のうち彼女が１番人気です。

https://store.line.me/stickershop/product/1251935/ja


Erect alligator

直立ワニ
直立して、二足歩行するワニの生活。

●出席番号：046

【直立ワニ】動物キャラを擬人化するときに、服を着せたり帽子
をかぶせたり、眼鏡をかけたり蝶ネクタイをさせたりするんですが、
このワニさん立って歩いているだけ。という主張のもと飾りはや

めました。もっとも二足歩行のワニはハンナ・バーベラのワリー
（Wally Gator）という超有名なワニさんがいらっしゃいますので、
単純に〝自分がワニのキャラクターを作ったら〟で生まれました。

https://store.line.me/stickershop/product/1293083/ja


lazy lion

だ〜らいおん
だらだらしている、怠惰なライオンの日常。

●出席番号：045

【だ～らいおん】〝できちゃった感〟〝つくっちゃった感〟の強い
作品です。最初は「だら〜っ」とした「ライオン」なので「だら
〜いおん」という名前でしたが、言いづらいのとマーライオンとい

うのがあるので「だ〜らいおん」にしました。百獣の王と呼ばれ
るライオンの中にも、こいつが百獣の王だと頼りない、なんか嫌
だな〜というキャラがいるかな…で生まれました。

https://store.line.me/stickershop/product/1293076/ja


What?Panda

な〜んだ？パンダ
本当にパンダなのか？正体不明のパンダ。

●出席番号：044

【な～んだ？パンダ】パンダは不機嫌そうなので、そんなキャラを
目指しましたが少々曖昧な性格になりました。笹を持たせて「さ
さくれパンダ」でしたが既に存在。名前無いまま着色。しかし、

黒い部分をつぶすと目と模様の境界がなく分からなくなってしまう
ので、グラデーションで表現。すると目の周りがサングラスのよう
に、な〜んだ？これは…ということで「な〜んだ？パンダ」なりました。

https://store.line.me/stickershop/product/1296172/ja


Junior high student of the mouse 

チュー学生
中学生のネズミ、チュー太とチュー子の青春。

●出席番号：043

【チュー学生】「ねずみ番長」（出席番号：042）と連続でつく
りました。ネコやウサギ、キャラクターの定番動物を自分ならどう
つくる？　で考え、そのうちの一つネズミに挑戦です。学園シチュ

エーションのバージョンを考えているうちに一つは〝番長〟もう一
つは〝淡い恋物語〟と、ねずみキャラが分裂。こちらの「チュー
学生」は比較的素直に作れました。

https://store.line.me/stickershop/product/1295993/ja


School gang leader rat

ねずみ番長
ねずみ番長の俺様が、チュー学校を仕切る。

●出席番号：042

【ねずみ番長】「チュー学生」（出席番号：043）と連続でつく
りました。キャラクターの定番動物を自分ならどうつくる？　でネズ
ミに挑戦です。ネズミはチューと鳴くので中学生という単純な思

考設定から、学園ものの発想です。劇画チックにと考えました
が無理矢理はムズカシく四度キャライメージを変更して、なんとか
魅力的なキャラに仕上がりました。

https://store.line.me/stickershop/product/1299718/ja


Yokoshima Aya

よこしまアヤ
よこしま三姉妹の三女アヤ。末っ子の甘えん坊。お茶目な性格。

●出席番号：041

【よこしまアヤ】「よこしま三姉妹」三女アヤちゃんです。ただ
出来上がったキャラクターです。いろいろと思いはあったのですが

「よこしまミカ」（出席番号：033）、「よこしまルミ」（出席番号：

047）同様にまとまらないまま生まれたキャラクターですので、ウ
ルトラマンのインチキ兄弟ように、無理矢理姉妹にしました。名
前はフリーアナウンサー高島彩さんの音をいただいてます。

https://store.line.me/stickershop/product/1251933/ja


action monkey 

するサル
なんでもする。行動力のあるサルです。

●出席番号：040

【するサル】三猿（見ざる、聞かざる、言わざる）に、嗅がざ
るを入れたかったサルキャラです。その後、｢おもわざる｣ ｢しられ
ざる｣ ｢ふてくさる｣と続けて、単純に ｢するサル｣ に発展しました。

あこがれの絵本作家、五味太郎 先生に「さる・るるる」という
超有名な作品がありますが、リスペクトして作った、足もとにも及
ばないレベルの低いオマージュ作品になりました。

https://store.line.me/stickershop/product/1240617/ja


Underdog

負け犬
負けるなマケイヌ。君の夢を取り戻せ！

●出席番号：039

【負け犬】これはもう、スタンプじゃないです。4コマ漫画ならぬ
40コマ漫画の作成になりしました。ひとつキャラクターをつくると
そのキャラクターのストーリーが生まれます。「負け犬」をつくった

らこういう話になりました。挫折をしましたが、花と出会って変わっ
た負け犬。これは夢かうつつか…ワタシとしては負けて欲しくない
んですけどね。

https://store.line.me/stickershop/product/1241012/ja


Mr. cow

ウシ氏
丑年生まれのウシ氏は、種牛として頑張っています。

●出席番号：038

【ウシ氏】はじめはスタンプ後半にある画像のように、緑のイス
に座ってえらそうにアンニュイを気取って格好つけてる感じで通し
たかったんですが…、なかなかそうもいきませんでした。ウシ氏は

丑年生まれ。ワタシ自身が丑年生まれなので、無意識にどこか
自分を反映させているようです。種牛にしたのは…もしかしたらど
こか “ あこがれ ” なのかもしれません。

https://store.line.me/stickershop/product/1240991/ja


Pick Pig

ぶたギター
ミュージシャンのピックピッグ。
彼はコードが苦手、アルペジオが苦手のギタリストです。

●出席番号：037

【ぶたギター】これも少々のストーリーをつくりました。ふた爪の
ブタさんだとギター弾きづらいだろうな…で、ピックを使って弾くと
いうことです。単純ですが、そんなもんですね。言葉の遊びもし

てます。「ぶた｣ と ｢ギター｣、｢ピック｣ と ｢ピッグ｣。そんなも
んです。ギターを持たせるため、二頭身があまくなってしまい少々
可愛さに欠けてますが可愛がってください。

https://store.line.me/stickershop/product/1241011/ja


Mask triangle cowl

ふくめん三角頭巾
目的は何か？　謎だらけの行動は魅力的。

●出席番号：036

【ふくめん三角頭巾】むかしの漫画やヒーロー物の敵役には、
まさに分かりやすい悪者が出てきますが、そんな感じでいて少々
間抜けなキャラクターにならないかなと思って作りました。内容的

にもリジェクトを受けないよう、怖い感じを避けて作りました。実は
このキャラクターは漫画の登場人物で「ネコはかせ」（出席番号：
004）と一緒に出ていて、対決するキャラクターです。

https://store.line.me/stickershop/product/1114522/ja


Wandering crow

旅からす
風の向くまま、気の向くまま。旅からす、今日はどこまで行ったやら。

●出席番号：035

【旅からす】後半 8 画像を、観光地でよくあるスタンプ風に作っ
たんですが「スタンプ全体のバランスを著しく欠いているもの」
ということで NGを出されました。自分ではなかなか気に入ってた

んですけどダメといわれたらダメなので、｢無駄な抵抗はしません｣
と作り替えました。群馬出身のワタシとしては国定忠治とか木枯
らし紋次郎といったキャラクター風にもしたかったですね。

https://store.line.me/stickershop/product/1241898/ja


John shop curtain 

じょんのれん
世の中いろいろあります、のれんをくぐって頑張りましょう。

●出席番号：034

【じょんのれん】「ジョン・レノン」のパロディ…というかダジャレ
です。これはいろんな状況になっても、のれんをくぐるように切り
抜けて生きていこう！　という強いメッセージが込められています。

キャラがキャラなので何かしらリジェクトが来るのではと思いました
が問題なく申請は通りました。ただ、どこかからクレームがあるか
もしれませんので、その時は真摯に対処したいと思います。

https://store.line.me/stickershop/product/1239517/ja


Yokoshima Mika

よこしまミカ
よこしま三姉妹の次女ミカ。
行動力があってスポーツ万能。元気な頑張り屋さん。

●出席番号：033

【よこしまミカ】「よこしま三姉妹」の次女ミカちゃんです。ただ
出来上がったキャラクターで、いろいろと思いはあったのですがま
とまらないまま生まれてきました。この後生まれた「よこしまアヤ」

（出席番号：041）、「よこしまルミ」（出席番号：047）も、ま
とまらないまま生まれたキャラクターですので無理矢理「よこしま」
でまとめました。名前は歌手の中島美嘉さんからのいただきです。

https://store.line.me/stickershop/product/1251936/ja


Nakineko

なきねこ
泣き顔の黒猫、名前はナッキー。どうぞよろしく。

●出席番号：032

【なきねこ】はじめは真っ黒のネコだったんですが、表情が分か
りづらくなってしまったのと、黒にするとコントラストがハッキリして
しまい、泣きネコの悲しい感じが弱くなってしまったので、黒猫と

していますが暗い感じのグレーのネコにしました。真っ黒ネコバー
ジョンも悪くないので、名前を「ブラックナッキー」としてアップ
してもいいかもと考えています。

https://store.line.me/stickershop/product/1239521/ja


White dog of the tail

おもしろい犬
全身が白い犬。だからつまらないけどおもしろい、彼の適当な生活。

●出席番号：031

【おもしろい犬】ウケを狙って、文字も手書きにして、ラフなモ
ノクロベースの線画で犬のキャラを作りました。リリース当初には
それなりに少し反響がありウケたかな…と思いましたが、結局そ

れほどでもなく伸び悩んだ感じです。テーマになっている「つまら
ないけどおもしろい」を上手く表現することができなかったせいも
あり、中途半端で曖昧な作品となりました。

https://store.line.me/stickershop/product/1115545/ja


Shinya & Reiji 

しんやれいじ
お笑いコンビ「時しんや・れいじ」のネタで会話を楽しみましょう。

●出席番号：030

【しんやれいじ】架空のお笑いコンビの架空ネタで、左上から
右下に順に見ていくとネタ流れになっています。｢落語家　三枢
亭円山｣（出席番号：012）と同じパターンです。〝アンコール

におこたえして、アンコールワット〟というネタがリジェクトを受けま
した。理由は ｢過度に不快、または粗野なもの｣ とのこと。ダ
メといわれたらダメなので差し替えました。

https://store.line.me/stickershop/product/1240984/ja


Whisper of the soul new!

新タマシイのささやき
装いも新たに登場 ! 
なんとなく思っていることを、タマシイくんがささやきます。

●出席番号：029

【新タマシイのささやき】「タマシイのささやき」（出席番号：
019）の NG 画像を作り直していたら、これまでのものとバラン
スが合いません。新たなキャラクターがひろがってしまいました。

そこでこれはこれでまた新しく別にまとめることにして、再度元に
近づけた上で違うポーズのものをつくって申請、審査に通りまし
た。新しくまとまったのがこの「新タマシイのささやき」です。

https://store.line.me/stickershop/product/1101473/ja


Marionette Woody

あやつり人形ウッディ
身体は操られても、心は操られていません。

●出席番号：028

【あやつり人形ウッディ】最初はセリフ無しで行くつもりでした。
キャラももっと不細工で、名前もあいまいだったのですが、できあ
がっていくうちにしゃべりだしました。「ひぐらしせつな」（出席番号：

027）はこちらがセリフを無理強いしましたが、「あやつり人形ウッ
ディ」は彼の主張が強かったのです。なので、セリフは無くても
よかったかと思いますが、彼に負けてセリフ入りになりました。

https://store.line.me/stickershop/product/1211232/ja


Higurasi Setuna

ひぐらしせつな
彼女はフリーのピエロ。その日暮らしの生活。

●出席番号：027

【ひぐらしせつな】ここに入れるキャラではなかったのですが『キャ
ラせんこ』に協力してもらいました。画角に収めようと無理強い
をしてキャラ変更、名前も本当は「ひぐれせつな」。なのでメイ

ン画像に夕日を入れました。キャラができると各々セリフをしゃべり
ますが、無理強いしてしまったので入れた言葉もちょっと不自然
です…。いつか、彼女にはちゃんと活躍してもらうつもりです。

https://store.line.me/stickershop/product/1211227/ja


Kame-sama

かめさま
ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり生きましょう。楽しく連打。

●出席番号：026

【かめさま】リジェクト理由は「コミュニケーションに適していない
もの※テキストとイラストに関連性がない」とのこと。連打といっ
てスタンプを連続で貼るというので、スタンプひとつに文字一つ

を四連続で使うと言葉になるようにしたんですが、単体で使えな
いとダメということでした。描いた絵はコマ送りのもの、なんとか
連打を生かしたかったので文章を長めにつくって修正しました。

https://store.line.me/stickershop/product/1218560/ja


Tantei boy

探偵ちゃん
犯人は誰？　優秀な探偵ちゃんが解決してくれます。

●出席番号：025

【探偵ちゃん】はたして推理ドラマの話で出てくるようなセリフは、
スタンプに使えるのかな？　というわけで、使えない＝売れない。
そんなスタンプを作り続けてます。（当時）ラインをやってない人

間がいいかげんに考えてつくるという、動機というか制作の発端
はメチャクチャでした。不純で不自然ですが、出来上がったキャ
ラクターはなかなかいいやつばかりで気に入っています。

https://store.line.me/stickershop/product/1210817/ja


Tokiwa Tatu

ときわタツ
時間はあっという間に過ぎていきます。
ときわタツさんは辰年生まれです。

●出席番号：024

【ときわタツ】リジェクト受けて、再申請を二回行いました。リジェ
クト理由は、申請するスタンプはバックが透明でなければいけま
せん。その技術的問題に引っかかったようです。しかし作ったキャ

ラにはなにも問題がなかったので再度申請。しかしまた戻って来
てしまいました。白髪の部分を、透明に抜かないといけないと思
われてたようなので、少しグレーを増した申請で通過しました。

https://store.line.me/stickershop/product/1213685/ja


Falling star-chan

流星ちゃん
落ちていくことも楽しみながら。

●出席番号：023

【流星ちゃん】♪胸につけてるマークは流星〜…大好きなウルト
ラマンで科学特捜隊員の通信できるバッジがこのキャラクターの
元になってます。星を描いて、落下の波線を描くのは遠い昔から

ノートに落書きしていた絵。それをキャラクター化しています。こ
れは「タマシイのささやき」（出席番号：019）にどこか通ずるイ
メージがありますが、シンプルで可愛くできあがりました。

https://store.line.me/stickershop/product/1211206/ja


Checking Ninja

どうじゃ忍者
確かめるのは大切なこと、確認は忍者におまかせ。

●出席番号：022

【どうじゃ忍者】当初「カクニンジャー」だったのですが、厚生
労働省で〝確認じゃ！2 つの給付金〟というのがあり、そのキャ
ラが「カクニンジャ」という忍者。タイトルが権利の所在が明確

でないもの（例：二次創作など）でリジェクトでした。「カクニンジャ」
で音引きを入れ忘れ申請しましたが、音引きがあろうがなかろうが、
いずれにしてもダメでしょうから「どうじゃ忍者」に改名しました。

https://store.line.me/stickershop/product/1218291/ja


Kanri

カンリちゃん
少女カンリちゃんは団地住まい。
お父さん（六輔）、お母さん（みどり）、双子の妹（クミ・アイ）の
五人家族です。

●出席番号：021

【カンリちゃん】団地の広報紙に登場したキャラクターです。団
地の “ 管理組合 ” 発行なので、カンリ（管理）ちゃん、双子の
妹たちはクミ・アイ（組合）という名前になっています。お気に

入りのキャラクターで、マンガも作ったことがあります。当初、賛成・
反対・保留とか団地の会議や理事会で使うようなセリフを入れて
たんですが、一般的ではないのでやめて、セリフなしにしました。

https://store.line.me/stickershop/product/1210689/ja


Helmet Robot

メットロボ
勝手でわがままなヘルメット頭のロボット。
嫌われて捨てられてしまいます。

●出席番号：020

【メットロボ】ヘルメットをかぶったような形なので「メットロボ」。
ロボットはどうも今まで見てきた SF やマンガだと、なんか裏切りそ
うな感じがしたのでこんなカタチになりました。こいつも否定的キャ

ラで、どうしても作者のねじれた根性が反映されるようです。な
ので、最後には嫌われて捨てられるという運命になってしまいまし
た。セリフのわりにはイイヤツで、ツンデレ風味になっています。

https://store.line.me/stickershop/product/1210678/ja


Whisper of the soul

タマシイのささやき
なんとなく思っていることを、タマシイくんがささやきます。

●出席番号：019

「タマシイのささやき」データをコピペして部分をちょっと変える
ような作品ではなく、一見似てるようですがすべて手描きで、口
の開き具合など微妙な部分にも神経を使い、シルエットも同じに

ならないよう注意をはらい崩して作り上げた作品でしたが、みんな
似たようなポーズということでひとくくりにされ、40 アイテムのうち
半分を超える数に NGを出されてしました。

https://store.line.me/stickershop/product/1099655/ja


Gamy momi momi

●出席番号：018

がみーもみもみ
妖精の “ がみーもみもみ ” は、毎日自由を楽しんで生活しています。

「がみーもみもみ」名称から生まれたキャラクターです。チャー
リー・ブラウンというのは実在の人物の名前だそうですが、この“が
みーもみもみ ”も、実際にいる人に勝手につけたニックネームか

ら、個人的に音が気に入って発展させたキャラクターです。なか
なか可愛くできたと満足してますが、なぜか自分のお気に入りキャ
ラクターはあまり受けが良くないので残念です。

https://store.line.me/stickershop/product/1211191/ja


Little child Yumiko

ちびっこゆみこ
ひとりでいることが大好きなちびっこゆみこは、
いつもひとりで遊んでいます。

●出席番号：017

【ちびっこゆみこ】セリフなし無口シリーズです。ホントは黒髪で、
もっと暗いキャラクターだったのですが、作っているうちに「ゆみ
こ」が暗さを拒否してきましたので、明るい感じになるようブラウ

ンの髪の色に変更しました。すると表情も自然になり明るさが出
てよくなったたと思います。動きが少ないので少々おとなしいです
が、微妙な感じが伝わればと思ってます。

https://store.line.me/stickershop/product/1210675/ja


Zury Andloose

ズリー・アンドルーズ
ちょっとゆるい彼は、いつもずるいことを考えています。

●出席番号：016

【ズリー・アンドルーズ】否定的なキャラクターのせいか、あま
り好かれてないようです。“ ずるい ”と“ ルーズ ”をくっつけた名
前で、当然ジュリー・アンドリュースが元。そして彼女のジュリー

をニックネームにしてた歌手の沢田研二をモデルにしました。否
定がテーマなので素敵なカッコいいジュリーを逆に格好悪く設定
して作ったキャラクターです。

https://store.line.me/stickershop/product/1210667/ja


Surrealism Dandy.

シュールダンディ
ダンディさんはお散歩大好き。今日も街にお出かけします。

●出席番号：015

【シュールダンディ】最初はセリフ無し、名前もダンディなおじい
さんで「ダンジィ」でしたが、キャラが “ 爺さん ”を拒否して主張
も…。ちょうど「うま仮面」（出席番号：013）と同じです。し

かし、本人も何を言いたいのか分からないので、不思議なセリフ
になりました。個人的にはこのぐだぐだ言ってるセリフは好きなの
で、今後もまた新しいぐだぐだ言うキャラは増えると思います。

https://store.line.me/stickershop/product/1211836/ja


Hang in there! Matsutake

がんばれ！まつたけちゃん
世の中いろいろあるけれど、頑張れまつたけちゃん。
元気に行こう！

●出席番号：014

【がんばれ！まつたけちゃん】〝「性的な表現を含むもの」申請
されたスタンプは、すべてのスタンプが審査ガイドラインに該当
いたします。スタンプの一部を修正されても審査は通過いたしま

せん。〟と完全不許可のお知らせが来ました。「まつたけちゃん」
と言ってますが、見てのとおり男性器がモデルですので、リジェ
クトは当然。「故意犯」です。初のお蔵入り作品になりました。



Horse mask

うま仮面
うま仮面のつぶやきを聞いてください。
同感できるところもあるかも。

●出席番号：013

【うま仮面】このキャラは素直に出来ませんでした。もともとは
ダンサーのようなポーズだけの人間キャラにしたかったのですが、
作ったものの少しもおもしろくありません。そこで彼に馬のかぶり

物してもらいましたが何か足りない…と思っていたらキャラが自然
と会話をしてくれました。最初のラフとは全然違った形になりまし
たが、自然と出来上がったキャラで今はとても気に入ってます。

https://store.line.me/stickershop/product/1149210/ja


Comic storyteller-sansutei enzan

落語家　三枢亭円山
落語で会話を楽しみましょう。

●出席番号：012

【落語家　三枢亭円山】モデルはワタシです。自分をモデルに
した場合、落語家の風貌が一番落ち着くのではと、このカタチ
になりました。悩んだのは名前。「三枢亭円山」に決まるまでそ

うとう時間がかかりました。しかし、この名前が出来ますと、師
匠は掛山で、兄弟子が割山、弟子に足し山や引き山なんていう
キャラクターも考えられ、三枢亭一門も作れそうです。

https://store.line.me/stickershop/product/1149211/ja


You are the conductor

YOU 指揮者
あなたが指揮者になって会話を楽しみましょう。

●出席番号：011

【YOU 指揮者】音楽記号を掲げていましたが、「ネコはかせ」（出
席番号：004）で、元素記号や化学記号が〝日常的会話に
適さない〟とリジェクトだったので、その辺を考慮しすべて言葉に

変えて申請しましたが「三拍子」「四拍子」「三三七拍子」は
NG。それだけでなく「ｍｐ（メゾピアノ）→やや弱く」「ｆｆ（フォ
ルテシモ）→ごく強く」といった言葉にしてもリジェクトされました。

https://store.line.me/stickershop/product/1152599/ja


Stomach hurts Tigers

イガイタイガー
トラブル発生に対応している、胃が痛くなった虎。

●出席番号：010

【イガイタイガー】完全にダジャレです。胃が痛い虎（タイガー）
で「イガイタイガー」です。ワタシ個人的に仕事として営業職
はしたことがありませんが、納期や人間関係も含めとても大変な

職種だと思います。仕事のトラブルはない方がいいですね。スタ
ンプとして使っていただくには、少々自虐的なネタとして理解して
使っていただけると幸いです。

https://store.line.me/stickershop/product/1149230/ja


Angel Knauer

天使カナエル
天使が願い事をかなえてくれます。お願いしてみましょう。

●出席番号：009

【天使カナエル】元は素っ裸のキューピーちゃんでしたが、裸だ
とリジェクトされるかもしれない…と服を着せました。しかし、その
方が可愛くなり、動きがでました。余談ですが、以前ラブホテル

に置かれるらくがき帳の表紙デザインにキューピットを描いたら「ラ
ブホで子どもや赤ちゃんを連想させるものはダメ」とNG になった
ことがありました。

https://store.line.me/stickershop/product/1149200/ja


God IINDESU of permission

ゆるしの神イインデス
何事も許しましょう。許してこそ道が開けます。

●出席番号：008

【ゆるしの神イインデス】「どくろくん」（出席番号：001）を主
人公に漫画を作ろうと考えていたときの脇役で、おじいさんの神
様キャラでしたが、二頭身でかわいらしい方が受ける…と思い変

更して、このカタチになりました。セリフすべての内容が「何事
も許容する」言葉なので、なかなか使いづらいかも？と思いまし
たが、現在一番人気のキャラクターになっています。

https://store.line.me/stickershop/product/1149191/ja


Dear Gorgon

ゴーゴンちゃん
ゴーゴンの末裔。髪の毛の代わりに生えている蛇も残り 2 匹。
彼女の顔を見ても石にならないから心配しないでね。

●出席番号：007

【ゴーゴンちゃん】藤子不二雄Ⓐ先生の作品に有名な「怪物
くん」があって、登場人物に怪子ちゃんというゴーゴンのキャラ
クターがいます。性格からビジュアルから大好きなキャラクターで、

ヒントはそこからいただきました。ただ髪の毛が蛇ということになる
とたくさん描くのは面倒だな…ということで 2 匹にしたことがキャラ
クターとして面白くなったと思います。

https://store.line.me/stickershop/product/1114510/ja


Miss Fusako

ふさこさん
女性事務員ふさこさんの何気ない日常。

●出席番号：006

【ふさこさん】モデルにしたのは、従兄弟まさし君のお母さん「まー
ちかあちゃん」、伯母です。酒屋さんを営んだり、飲み屋さんをやっ
たり、すごく元気に働いた方でした。本当は「ひさこさん」なん

ですが、どうもそのままでは…と思い〝ひ〟からひと文字送って〝ふ〟
で、「ふさこさん」にしました。今度は設定を母にして「まーちか
あちゃん」をつくってみようかと考えてます。

https://store.line.me/stickershop/product/1114499/ja


Preparation man

ごよーいどん
ご用意するものはありませんか？ごよーいどんがお知らせします。

●出席番号：005

【ごよーいどん】必要な物を買ってきてもらうときに使えるかな？
と考え作りましたが、はじめの「いるもの用意」ひとつのみ OK で、
残り39 個のスタンプすべてがリジェクトでした。最初スタンプす

べてが「薬」「傘」「長靴」といった、その物の文字表示でしたが、
そういうのは NG なんだそうで、これもすべて会話になるような文
言に替えて再申請して通過しました。

https://store.line.me/stickershop/product/1099744/ja


Doctor Neko

ネコはかせ
ネコはかせは、猫に脳を移植した人です。

●出席番号：004

【ネコはかせ】ほとんどがセリフなんですが後半九つに、分子式
H2Oとか NaCl。元素記号 He（ヘリウム）、Fe（鉄）。ピタゴ
ラスの定理や相対性理論 E=mc² の文字を入れたら、それは日

常的会話に適さないということでリジェクトになりました。高校生
とか学生がもしかして会話で使うんじゃないかな〜と思ったんです
けどダメでした。セリフに変えて再申請で通過しました。

https://store.line.me/stickershop/product/1099616/ja


The Great King Emma

えんまさま
天国か地獄か。えんまさまの審判を受けましょう。

●出席番号：003

【えんまさま】「どくろくん」（出席番号：001）を主人公に漫画
を作ろうと考えていたときに脇役で考えてたキャラクターです。藤
子不二雄Ⓐ先生の作品「怪物くん」のお父さんに怪物大王が

います。そのくらい巨大なキャラクターのイメージと考えたたんで
すが、自分が子どもの頃お寺にあった閻魔堂をのぞいて見た閻
魔様のサイズイメージになりました。

https://store.line.me/stickershop/product/1104654/ja


Pink ogre

ピンクのおに
半人前のピンクのおに。
彼は一人前のあかおにになれるよう頑張っています。

●出席番号：002

【ピンクのおに】半人前の小鬼です。「Oni Oni」と言う名前
で30 年以上前に作っていたキャラクターです。モノクロでできて
ましたがスタンプを作るにあたり色をピンクに決めました。なので

思いつきから完成するまでに一番時間がかかったキャラクターに
なったかもしれません。

https://store.line.me/stickershop/product/1090945/ja


Dokuro-kun

どくろくん
手違いで焼かれた灰の中から復活したどくろくん。
彼は世の中の毒を吸ってくれます。

●出席番号：001

【どくろくん】記念すべきLINE スタンプ最初の作品です。この
キャラには以前から思い入れがあり、彼を主人公に漫画を作ろう
と考えていました。オリジナルのキャラに目玉はありませんがそれ

以外はそのままです。脇役の神様や天使といった他の登場人物
も、「ゆるしの神イインデス」（出席番号：008）や「天使カナ
エル」（出席番号：009）と形を変えてスタンプになっています。

https://store.line.me/stickershop/product/1090964/ja


Moyamoya en

もやもやえん
はっきりしない場所、もやもやえんのスタンプです。

●出席番号：000

【もやもやえん】ブログでお絵かきを共有して使うサービスがあり、
そこで作ったキャラクターです。現在はサービスがなくなったので、
画像は消えてしまいましたが、気に入ってたのでこれまで作った

キャラクターをひとつにあつめて「もやもやえん」という動物園の
ような幼稚園のような、はっきりしない謎の空間にいるという設定
で絵本にしてみました。そこからのスタンプ化です。

https://store.line.me/stickershop/product/3787628/ja






http://www.sepia.dti.ne.jp/take-it/
https://ameblo.jp/takehiko-itoh


エイ・ケイ・エヌ・ワイ　キャラクターズ LINE STORE

Akny Charactersは、オリジナルキャラクターを作成
LINEスタンプに登録、販売しています。

この他にも楽しいスタンプが盛りだくさん！
好評発売中

●いとうたけひこ ●はっさく ●なよなよ

●KUN

https://www.youtube.com/watch?v=Us0JQMj-mD4
https://store.line.me/stickershop/product/1149191/ja
https://store.line.me/stickershop/product/1296170/ja
https://store.line.me/stickershop/product/4449679/ja
https://store.line.me/stickershop/product/1240314/ja
https://store.line.me/stickershop/product/1059650/ja
https://store.line.me/stickershop/product/1219528/ja
https://store.line.me/stickershop/product/1059502/ja
https://store.line.me/stickershop/product/1182862/ja
https://store.line.me/stickershop/product/1279189/ja
https://store.line.me/stickershop/author/31291


https://store.line.me/stickershop/product/1090964/ja

