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Galleryギヤラリー02
ポスター、チラシ、ステッカー etc...

Gallery

Galleryギヤラリー01
ポスター、チラシ、ステッカー etc...

Gallery
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Galleryギヤラリー02
ポスター、チラシ、ステッカー etc...

Gallery

Galleryギヤラリー01
ポスター、チラシ、ステッカー etc...

Gallery
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Galleryギヤラリー03
ポスター、チラシ、ステッカー etc...

Gallery

Galleryギヤラリー04
ポスター、チラシ、ステッカー etc...

Gallery
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Galleryギヤラリー03
ポスター、チラシ、ステッカー etc...

Gallery

Galleryギヤラリー04
ポスター、チラシ、ステッカー etc...

Gallery
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Galleryギヤラリー05
防犯シミュレーション画像

Gallery

まといちゃん下校編 まもるくん下校編

Galleryギヤラリー06
防犯シミュレーション画像

Gallery

まといちゃん公園編 まもるくん公園編
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Galleryギヤラリー05
防犯シミュレーション画像

Gallery

まといちゃん下校編 まもるくん下校編

Galleryギヤラリー06
防犯シミュレーション画像

Gallery

まといちゃん公園編 まもるくん公園編
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p r o f i l e

名前

年齢

職業

性格

まもるくん

10歳

小学 4年生 /こども消防団

正義感が強く元気でやさしい

防災キャラクターまもるくん _キャラクター設定

MAMORUKUNまもるくん
主人公

お父さんに憧れ、将来は消防士になりたいと思って

いるケン族の少年です。こども消防団に所属し、い

つも消防団の制服を着ています。元気一杯で正義感

が強く困っている人を見ると助けずにはいられな

い優しい性格ですが、たまに元気があまってドジな

失敗を引き起こすことも。勉強はあまり出来ないけ

ど運動神経は抜群。妹（まといちゃん）のおもりを表

面的にはめんどうくさがっているようにしていま

すが本当は妹思いの男の子です。

みんなで
　守ろう!!!
みんなで
　守ろう!!!

CHARACTER

MAMORUKUNITEM

まもるくんのアイテム 防災キャラクターまもるくん _アイテム設定

自転車

伝達笛
この笛を吹くと、都市の中心にそびえる

「クリスタルタワー」を通して街の全ての

人の頭の中に直接色々な情報（ボウサイ

メール）を伝達する事ができます。 

伝達笛

消防団のパトロール用の自転車です。ま

もるくんは移動の際にはこの自転車を使

います。 

自転車

携帯用の消化ポンプを持って

おり、火事や不審者の撃退等に

使用します。

消火銃消火銃

待て～!!!待て～!!!

みんなに
知らせなきゃ!!
みんなに
知らせなきゃ!!

放水開始!!放水開始!!
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p r o f i l e

名前

年齢

職業

性格

まもるくん

10歳

小学 4年生 /こども消防団

正義感が強く元気でやさしい

防災キャラクターまもるくん _キャラクター設定
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失敗を引き起こすことも。勉強はあまり出来ないけ

ど運動神経は抜群。妹（まといちゃん）のおもりを表

面的にはめんどうくさがっているようにしていま

すが本当は妹思いの男の子です。

みんなで
　守ろう!!!
みんなで
　守ろう!!!
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MAMORUKUNITEM

まもるくんのアイテム 防災キャラクターまもるくん _アイテム設定

自転車

伝達笛
この笛を吹くと、都市の中心にそびえる

「クリスタルタワー」を通して街の全ての

人の頭の中に直接色々な情報（ボウサイ

メール）を伝達する事ができます。 

伝達笛

消防団のパトロール用の自転車です。ま

もるくんは移動の際にはこの自転車を使

います。 

自転車

携帯用の消化ポンプを持って

おり、火事や不審者の撃退等に

使用します。

消火銃消火銃

待て～!!!待て～!!!
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知らせなきゃ!!
みんなに
知らせなきゃ!!

放水開始!!放水開始!!
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p r o f i l e

名前

年齢

職業

性格

まといちゃん

6歳

小学1年生/こども消防団

好奇心旺盛で無鉄砲。しかも怒りっぽい

okaasan
matoichan

Character

p r o f i l e

おかあさん

名前

年齢

職業

性格

おかあさん

30歳

主婦（元救命救急士）

おっとり型でマイペース

まもるくんたちの母親

Character

まといちゃん
まもるくんの妹

家事全般を完璧にこなす、まもる

くんたちのお母さん。天然ボケ系、

おっとり型でマイペースな性格

で、いつもまといちゃんに突っ込

まれていますが、実はしっかり者

で何が起きても慌てず行動できる

女性です。救急隊にいた経験があ

り、応急手当の腕は抜群です。

まもるくんの後をいつでもどこでも

ついていく仲の良い妹です。心の優し

い女の子なのですが、好奇心からトラ

ブルを引き起こしてしまうちょっと

お転婆な一面も。本人を含めて誰も気

付いていませんが「まとい」を使って

「龍」を鎮める力を秘めています。

がんばってね!
まもる!!
がんばってね!
まもる!!

わたしも
行くからね!!
わたしも
行くからね!!

p r o f i l e

名前

年齢

職業

性格

おじいさん

60歳

国際レスキュー隊　隊長

寡黙で厳しい

OTOUSAN
OJIISAN

Character

p r o f i l e

おとうさん

名前

年齢

職業

性格

おとうさん

35歳

レスキューレンジャー隊　隊長

豪快だが意外に心配症

まもるくんたちの父親

Character

おじいさん
まもるくんたちの祖父

まもるくんたちのお父さんです。「フコーカ

島の都」にある「レスキューレンジャー」に所

属し、全国を飛び回っています。ジャンプす

る時は必ず「トウッ」と言ってしまうような

元気な人ですが、見かけによらず心配性な一

面も。いつも仕事でいませんが、まもるくん

たち危険が迫った時には、色んなところから

神出鬼没に登場してピンチを救ってくれる

頼りになるお父さんです。

まもるくんたちのお父さんです。「フコーカ

島の都」にある「レスキューレンジャー」に所

属し、全国を飛び回っています。ジャンプす

る時は必ず「トウッ」と言ってしまうような

元気な人ですが、見かけによらず心配性な一

面も。いつも仕事でいませんが、まもるくん

たち危険が迫った時には、色んなところから

神出鬼没に登場してピンチを救ってくれる

頼りになるお父さんです。

まもるくんたちのおじいさん（おかあさん

のおとうさん）です。「伝説のレスキュー 」と

呼ばれている英雄的存在。世界を飛び回り、

人々を救ってきましたが 「大災厄」と呼ばれ

る震災以来行方不明になっています。 しか

し、色々な所で目撃されたという情報があ

り、実は単身「大災厄」の謎を追っていると

の噂も…。

要救助者
発見!!
要救助者
発見!! ワシには

分かるんじゃよ…
ワシには
分かるんじゃよ…
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p r o f i l e

名前

年齢

職業

性格

まといちゃん

6歳

小学1年生/こども消防団

好奇心旺盛で無鉄砲。しかも怒りっぽい

okaasan
matoichan

Character

p r o f i l e

おかあさん

名前

年齢

職業

性格

おかあさん

30歳

主婦（元救命救急士）

おっとり型でマイペース

まもるくんたちの母親
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まもるくんの妹

家事全般を完璧にこなす、まもる

くんたちのお母さん。天然ボケ系、

おっとり型でマイペースな性格

で、いつもまといちゃんに突っ込

まれていますが、実はしっかり者

で何が起きても慌てず行動できる

女性です。救急隊にいた経験があ

り、応急手当の腕は抜群です。

まもるくんの後をいつでもどこでも

ついていく仲の良い妹です。心の優し

い女の子なのですが、好奇心からトラ

ブルを引き起こしてしまうちょっと
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p r o f i l e
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職業

性格

おじいさん

60歳

国際レスキュー隊　隊長

寡黙で厳しい

OTOUSAN
OJIISAN

Character

p r o f i l e

おとうさん

名前

年齢

職業

性格

おとうさん

35歳

レスキューレンジャー隊　隊長

豪快だが意外に心配症

まもるくんたちの父親

Character

おじいさん
まもるくんたちの祖父

まもるくんたちのお父さんです。「フコーカ

島の都」にある「レスキューレンジャー」に所

属し、全国を飛び回っています。ジャンプす

る時は必ず「トウッ」と言ってしまうような

元気な人ですが、見かけによらず心配性な一

面も。いつも仕事でいませんが、まもるくん

たち危険が迫った時には、色んなところから

神出鬼没に登場してピンチを救ってくれる

頼りになるお父さんです。

まもるくんたちのお父さんです。「フコーカ

島の都」にある「レスキューレンジャー」に所

属し、全国を飛び回っています。ジャンプす

る時は必ず「トウッ」と言ってしまうような

元気な人ですが、見かけによらず心配性な一

面も。いつも仕事でいませんが、まもるくん

たち危険が迫った時には、色んなところから

神出鬼没に登場してピンチを救ってくれる

頼りになるお父さんです。

まもるくんたちのおじいさん（おかあさん

のおとうさん）です。「伝説のレスキュー 」と

呼ばれている英雄的存在。世界を飛び回り、

人々を救ってきましたが 「大災厄」と呼ばれ

る震災以来行方不明になっています。 しか

し、色々な所で目撃されたという情報があ

り、実は単身「大災厄」の謎を追っていると

の噂も…。

要救助者
発見!!
要救助者
発見!! ワシには

分かるんじゃよ…
ワシには
分かるんじゃよ…
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nyanja monja
Character

p r o f i l e

ニャンジャ

名前

年齢

職業

性格

ニャンジャ

１０歳

ニャンジャ盗賊団　首領

気まぐれでいたずら好き。素直じゃない

p r o f i l e

名前

年齢

職業

性格

モンジャ

９歳

ニャンジャ盗賊団　部下

真面目でしっかり者。縁の下の力持ち

ニャンジャ盗賊団
首領

Character

モンジャ
ニャンジャ盗賊団
部下

勝負するで
ごじゃる～!!
勝負するで
ごじゃる～!!

あちこちで騒ぎを起こす盗賊団の首領。

まもるくんのライバル的存在です。忍者の

様に忍術を使ってドロンと現れたり身軽

に跳ね回る運動神経を持っていたりしま

すが、ドジでいつも失敗ばかりしてしまう

どこか憎めない女の子です。思いつきです

ぐ行動する飽きっぽい性格、間違った知識

や日本語をよく使い「モンジャ」に度々突っ

込まれています。ある日「金ノ印」を盗み「地

の龍」の封印を解いてしまいます。

ニンジャの忠実な部下です。身体能力に優

れ、なんでも斬ってしまう程の剣の達人。 

なかなか頭も切れるしっかり者で専ら

ニャンジャの突っ込み役です。いつもニャ

ンジャのそばにいて彼女がおかしな事を

言うと小さい声でボソリと突っ込みます。

「金ノ印」は
もらったニャ!!
「金ノ印」は
もらったニャ!!

p r o f i l e

名前

年齢

職業

性格

地の龍

？歳

？

めんどくさがり

chinoryu 防災キャラクターまもるくん _キャラクター設定

Character

地の龍
神秘的な存在

いたずら好きで度々悪さを働くため、

ある島に封印されてしまいました。 

ところがニャンジャが「金ノ印」を

奪った事によって封印が解けてしま

い、ついに復活。 「金ノ印」を持ってい

る者には逆らえないので、ニャンジャ

の命令に従っています。自由に大きく

なったり小さくなったりする能力や

天災を起こす能力を持っていますが、

大した事はできません。
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nyanja monja
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地の龍
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いたずら好きで度々悪さを働くため、

ある島に封印されてしまいました。 
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い、ついに復活。 「金ノ印」を持ってい

る者には逆らえないので、ニャンジャ

の命令に従っています。自由に大きく

なったり小さくなったりする能力や

天災を起こす能力を持っていますが、

大した事はできません。
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character diagram
防災キャラクターまもるくん _キャラクター設定

こども
消防団

ニャンジャ
盗賊団

神秘の存在
「龍」

現在行方不明 「金の印」の封印が解け復活

まもるくんの
家族

いたず
ら

改心させたい

心配
まもるくん

ニャンジャ

モンジャ

地の龍

おかあさん

おとうさん

おじいさん

突っ込み役
密かに好き

なかなか
帰らないので
さみしい

ピンチの時は
駆けつける

突っ込み役

頭が
上がらない

尊敬

利用服従

行方を
捜す てがかりを

追う

ライバル心
（嫉妬心？）

意地悪したい
ちょっと好き

弟みたい

おもり役

どこでも
ついていく

まといちゃん

Character

キャラクター相関図
world
この世界には、無数の「浮島」と呼ばれる浮遊大陸が存在し、その大陸にケン

族（イヌ）、ビョウ族（ネコ）の２つの種族が共に生きています。 「浮島」は大小

さまざまで世界に広く散らばっており、まだ世界の全容は知られていませ

ん。 この「浮島」という恵まれた大地は希少な物で、そこに住む人々は自然を

大切にし、街にも木や草が溢れ自然と共存しています。 

World

浮島
World

ニポン国
幾つもの空を超えた向こう。世界の東の果てに有るという「ニポ

ン国」 。４７の小島からなるこの国の「フコーカ」島にまもるくん

達は住んでいます。「ニポン国」はこの世界の辺境にあり、国の周

辺の気象環境が厳しいため、他の国との交流があまりありませ

ん。 しかし、航空技術の発展により「大航海時代」が到来し、最近

では遠い外国からの船もよく来るようになりました。特に「フ

コーカ」は大きな港があり、「ニポン国」の玄関口的役割を担って

います。

World

種族
この世界には、ケン族（イヌ）、ビョウ族（ネコ）の２つの種族が共に生きています。

防災キャラクターまもるくん _世界観設定
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character diagram
防災キャラクターまもるくん _キャラクター設定
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ライバル心
（嫉妬心？）

意地悪したい
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弟みたい

おもり役

どこでも
ついていく

まといちゃん

Character

キャラクター相関図
world
この世界には、無数の「浮島」と呼ばれる浮遊大陸が存在し、その大陸にケン

族（イヌ）、ビョウ族（ネコ）の２つの種族が共に生きています。 「浮島」は大小

さまざまで世界に広く散らばっており、まだ世界の全容は知られていませ

ん。 この「浮島」という恵まれた大地は希少な物で、そこに住む人々は自然を

大切にし、街にも木や草が溢れ自然と共存しています。 

World

浮島
World

ニポン国
幾つもの空を超えた向こう。世界の東の果てに有るという「ニポ

ン国」 。４７の小島からなるこの国の「フコーカ」島にまもるくん

達は住んでいます。「ニポン国」はこの世界の辺境にあり、国の周

辺の気象環境が厳しいため、他の国との交流があまりありませ

ん。 しかし、航空技術の発展により「大航海時代」が到来し、最近

では遠い外国からの船もよく来るようになりました。特に「フ

コーカ」は大きな港があり、「ニポン国」の玄関口的役割を担って

います。

World

種族
この世界には、ケン族（イヌ）、ビョウ族（ネコ）の２つの種族が共に生きています。

防災キャラクターまもるくん _世界観設定
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Little
　tail BRONX
リトルテイルブロンクス構想

ニポン国

プレーリー王国
シェパルド共和国

リトルテイルブロンクスについて

この構想は「リトルテイルブロンクス」と称する、サイバーコネクトツーが生み出した広大な世

界観の中に、複数の企画の世界を内包するという考え方です。

よって「まもるくん」の舞台「ニポン国」と「テイルコンチェルト」（バンダイ）の舞台「プレーリー

王国」、「Solatorobo それからCODAへ」（NBGI）の3つの世界は「リトルテイルブロンクス」と

いう世界の一部として存在します。3つの世界は、空間的にも時間的にも繋がった世界であり、

細かい世界設定も類似しています。

※「まもるくん」の中に直接他２種類の世界及びキャラクター等が

　登場する事はありません

ⒸCyberConnect2 Co.,Ltd.

ⒸNBGI

Ⓒ1998 BANDAI/NBGI

防災キャラクターまもるくん _キャラクター設定まもるくん線画

水圧を調節するバルブ
左に回すと高圧
右に回すと低圧

エンブレム
イヌヒトの横顔です。

笛は首輪に仕込まれた
ゴム紐の様な物で

繋がっており引っ張ると
ある程度伸びます。

背中のリュックにコンプレッサーが
入っており水を圧縮して射出する。
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防災キャラクターまもるくん _キャラクター設定

まといちゃん＆おかあさん&ニャンジャ線画
まといちゃん おかあさん ニャンジャ

髪の束は
４つあります。

草履の部分

防災キャラクターまもるくん _キャラクター設定

おとうさん＆おじいちゃん＆モンジャ＆地の龍
おじいちゃん

エンブレム

おとうさんモンジャ

地の龍

肩の部分は
鉄の鎧に

なっています。

ベストの様な服の上に
締め縄のような
物をまいています。

背中に刀のさやを
固定します。
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2011年3月11日に発生した「東日本大震災」により、被災された方、そのご家族・関係者の皆様に
お見舞い申し上げるとともに、一刻も早い復興を、心よりお祈り申し上げます。

まもるくん復興支援
プロジェクトとは?
本プロジェクトは、「東日本大震災」により、

被災された方、そのご家族・関係者を支援することを
目的とし、福岡県の「消防・防災・安全」のイメージ

キャラクター「まもるくん」の作品を
ダウンロード販売サイト「Gumroad」にて販売し、

その収益を「日本赤十字社」を通じて
寄付致します。

Gumroadとは？
Gumroadとは、「Gumroad,Ink」が提供している、
デジタルコンテンツのダウンロード販売サービス
サイトです。詳しくは公式サイトをご覧ください。

公式サイト　https://gumroad.com/

提供中の作品
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「まもるくん復興支援プロジェクト」HP内にて、皆様より頂いた作品を掲示致します。
イラストはGumroodを通して販売し、その収益を赤十字を通し募金致します。

みなさま

提供作品を
購入して寄付

被災された
方々へ

※収益は販売にかかる経費が差し引かれた金額です。

参加したいと
思われた方は
次のページを
ご覧ください

サイバーコネクトツー

集計して
「日本赤十字社」

へ寄付

みなさんの作品を募集しています！

作品が
　皆を繋

げる!

作
品
が

　
皆
を
繋
げ
る
!

せっかくなので、私自身も描いてみました。

『まもるくん』世界の“謎のおじいちゃん”です。

人々や子供たちに勇気を与える、こんなおじい

ちゃんになれるように、生きていきたいですね。

作品の応募も随時受付中ですので。皆さまのご

応募をお待ちしております。

最初にできる“一歩”から！

イラストでも漫画でも、ようは“きっかけ”だと

思いますので。

決して“上手”である必要はありません。

みんなで“繋げて”いければいいと思います。
サイバーコネクトツー代表取締役

松山　洋
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募金やボランティアだけでなく、

何か別の形で私にできることはないかとずっと考えていました。

このお話をいただいて、自分にできることはこれだ！と思い、参加しました。

このイラストを通じて一人でも多くの人に笑顔を届けられたら、

一人でも多くの人を元気にできたら嬉しいです。

新しい支援の形、もっと広がっていけばいいなと思います。

コメント例

WAKA（わか）　サイバーコネクトツー所属。「Solatorobo それからCODAへ」では

ディレクター／デザイン原案を務める。また、アーティストとして

福岡県防災キャラクター「まもるくん」のイラストも手掛ける。

プロフィール例

まもるくん復興支援プロジェクト企画詳細

【1】作品使用目的
「まもるくん復興支援プロジェクト」HP内にて、皆様より頂いた作品を掲示致し

ます。イラストはGumroodを通して販売し、その収益を赤十字を通し募金致し

ます。

また、皆様から頂いたイラストを公開する際にはプレスリリースにて発表させ

て頂きます。

≪ガムロードとは≫

自作のイラスト、写真、グッズなどの作品データをオンラインで安全かつ手軽に販

売することができるサービスです。

GumroadHP：https://gumroad.com/about

【2】作品詳細
福岡県防災キャラクター「まもるくん」の世界観を用いた作品かつ、データで

アップできる作品であれば、イラスト・漫画等何でも結構です。

≪詳細≫

■カラー・グレースケールは問いません。イラストの場合は極力カラーを推奨

いたします。

■画像形式・サイズのめやす

　PSD、JPG、PDF　解像度300dpi以上

　サイズは自由ですが、A4サイズ（210mm×297mm）前後以上の大きさが目

安です。

■設定資料

　まもるくんの設定資料は別途ご用意いたします。

■ご提出方法

　・オンラインストレージ等にてデータを

お送りくださいませ。

お送り先は【5】お問い合せ先をご確認くださいませ。

■まもるくん世界観詳細

▼「まもるくん復興支援プロジェクト」HP

　http://www.cc2.co.jp/mamoru_revival/

▼まもるくんキャラクター詳細

http://www.cc2.co.jp/mamoru/chara/index.html

■復興へ向けたメッセージ

100文字程度のテキストで構いませんので、イラストと別に復興へ向けたメッ

セージをお願い致します。ツイッターのように簡単なコメントで結構です。

■プロフィール（テキスト）

色紙イラスト、応援コメントと共に紹介させていただきます。下記にサンプルと

して例文を記載しておりますので、プロフィールもいただければと思います。簡

単なもので結構です。

【3】原稿料
大変申し訳ございませんが、本件に関しましてはチャリティプロジェクトの性

質上、無償にてイラストをご提供くださいますようご理解のほどよろしくお願

い申し上げます。

【4】参加規約
本プロジェクトにご賛同のうえご協力いただける際は、次ページの参加規約を

ご熟読ください。

作品を提供いただくことで、参加規約に同意いただいたものとみなします。

【5】参加のご意思に関して
各社様にて、ご参加意思をお持ちの方のお名前をお取りまとめの上、下記お問

い合わせ先までご連絡くださいませ。イラストをご提供いただける時期に関し

ましてもお知らせいただけると幸いでございます。

【6】お問い合せ先
何かご不明な点・ご要望などございましたら、お気軽に下記までご連絡くださ

いませ。

株式会社サイバーコネクトツー　
業務部　戦略企画課　宣伝広報室　担当　百武　みずほ
メールアドレス：kouhou@cc2.co.jp

・ご提供頂きました作品の著作権（著作権法第27条及び同28条に

定める権利を含む）は株式会社サイバーコネクトツー（以下CC2）に

帰属いたします。

・ご提供頂きました作品に関しては、CC2並びにCC2から正当に権

利を取得した第三者及び当該第三者から権利を取得したものに対

し、財産権や著作者人格権などの著作物に関する一切の権利を行

使しないことに同意するものとします。

・ご提供頂きました作品については、著作権の帰属及び当該作品の

使用に際し、いかなる対価の支払いも求めないことに同意したもの

といたします。

・ご提供頂きました作品については、投稿者に事前に連絡をするこ

となく、CC2が投稿作品を自由に使用し、または改変を加えること

に予め同意したものといたします。

・ご提供頂く作品は、投稿する本人または、その関係者が制作したも

のに限らせていただきます。

・ご提供頂く作品の制作者と投稿者が異なり、第三者の承諾が必要

となる場合には、投稿する本人の責任において、制作者および権利

者から、本投稿規約についての同意を得たうえで投稿するものとし

ます。

・ご提供頂いた作品に関して、第三者との間に紛争などが生じた場

合、投稿する本人自身の責任にて当該紛争を解決するものとし、

CC2及び本プロジェクト関係者には一切迷惑をかけないものとい

たします。

・投稿いただいた画像データは返却いたしません。

・作品ご提供の際に登録頂いた個人情報は、本プロジェクト実施目

的を実現するために必要な範囲にのみ利用いたします。

・本投稿規約は日本語のみにより作成され、解釈されます。他の言語

によるいかなる翻訳も、便宜上用いられるのみであり、CC2並びに

本投稿規約当事者及び関係者を拘束するものではありません。

・本投稿規約の効力、解釈、履行及び紛争の解決は、すべて日本国の

法律に準拠するものとします。

・本投稿規約は改訂されることがあります。改訂される場合には、す

みやかに当社のウェブサイトにて公表いたします。

＜参加規約＞

p r o f i l e

作者 WAKA（サイバーコネクトツー）

防災キャラクターまもるくん _提供作品

waka
作品01

work

「Solatorobo それからCODAへ」で
はディレクター/デザイン原案を務め
る。また、アーティストとして福岡県防
災キャラクター「まもるくん」のイラス
トも手掛ける。
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p r o f i l e

作者 まめ助（サイバーコネクトツー）

背景アーティストとして活躍する傍ら、
サ イ バ ー コ ネ ク ト ツ ー H P 内
「Solatorobo それからCODAへ」
ユーザーズサイトにてソラトロボ4コマ
連載。

防災キャラクターまもるくん _提供作品

mamesuke作品02
work

matsuyama
inumaru作品03 作品04

p r o f i l e

作者 松山洋（サイバーコネクトツー代表取締役）

代表作に「.hack」シリーズや「ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－ ナルティメット」シリーズな
ど。開発の傍らで毎月、60冊の漫画誌を読んでいる大の漫画好き。

p r o f i l e

作者 犬丸（サイバーコネクトツー）

背景アーティストとして活躍する傍ら、サイバーコネクトツーが手掛ける様々なタ
イトルで世界観設定・美術設定を手掛ける。

work work

防災キャラクターまもるくん _提供作品
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miyoshi
roko作品05 作品06

p r o f i l e

作者 みよし（サイバーコネクトツー）

デザイン室チーフ。ゲームのタイトルロゴをはじめ、自社企画制作によるゲーム・映像コ
ンテンツを書籍化した「完全設定資料集」シリーズの編集、グッズデザインを手掛ける。

p r o f i l e

作者 ろ子（サイバーコネクトツー）

サイバーコネクトツーで、背景アシスタントを務める。

work work

防災キャラクターまもるくん _提供作品

ⒸCyberConnect2 Co.,Ltd.ⒸNBGI Ⓒ1998 BANDAI/NBGI

2012年8月1日 初版発行

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全

部について（ソフトウェアおよびプログラムを含む）、いかなる方

法においても無断で複写・複製及び転売行為を堅く禁じます。

落丁・乱丁はお取り替えいたします。

下記の連絡先まで郵送かメールにてご連絡ください。

本書へのご質問に関しても同様になります。質問内容によっては、

ご返答までにお時間をいただく場合がございます。

また、本書の内容以外に関しましてのご質問には一切お答えで

きませんので、あらかじめご了承ください。

本書についてのお問い合わせ先

株式会社サイバーコネクトツー

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-5-1

カーニープレイス博多

E-mail : kouhou@cc2.co.jp

http://www.cc2.co.jp/mamoru_revival/

発行所・発売元
株式会社サイバーコネクトツー

完全監修
松山　洋

編集・デザイン
サイバーコネクトツー デザイン室
三好　 誠
宮田 真依

編集協力
サイバーコネクトツー スタッフ一同

監修協力
株式会社バンダイナムコゲームス

設定資料

「まもるくん復興支援プロジェクト」HP
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ご返答までにお時間をいただく場合がございます。

また、本書の内容以外に関しましてのご質問には一切お答えで

きませんので、あらかじめご了承ください。

本書についてのお問い合わせ先

株式会社サイバーコネクトツー

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-5-1

カーニープレイス博多

E-mail : kouhou@cc2.co.jp

http://www.cc2.co.jp/mamoru_revival/

発行所・発売元
株式会社サイバーコネクトツー
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松山　洋
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サイバーコネクトツー デザイン室
三好　 誠
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