登場人物
三人娘

みかん ２２歳 軌道作業員（宇宙のとびしょく鳶職）
りんご （年齢不詳） みかんの相棒

遠隔勤務エキスパート

バナナ ２５歳 喫茶店ぽこあぽこられんたんどのウェイトレス兼航宙士
ねこ ねこまた

詳細不明

N. ナレーション

ウンチクをかたって去る

でんわさん 電話相談室コンパニオン…っぽい
女の子 電話相談室の質問者
海兵隊員 電話相談室回答者
通行人B 通行人

女性

イヤミなやつ

作者

なんか変なモノ

普通…じゃないかも知れない
普通じゃない

暑苦しいおっさん

ねこまたや presents

ぽこあぽこ・られんたんど

poco a poco rallentando
PILOT
kiyo

copyright Nekomataya
2008

カットイン ステーション内

エアロック前室部分 カベ(ス

テッカー)からPAN↓DOWN

ゴチャゴチャといろいろな物

浮いている | PAN ゆっくり |
その中にIDタグが流れてい
1

みかん(vo)「ない

ないよ

みかん(vo)「あった！」

る。 IDタグはゆっくりスライ
ド↓ 名前いり

カメラ止まり(フェアリング)
付けて |

みかんの手INして

タグをつかみ-OUT

[ ねこまたや PRESENTS ]

どこ」

OUTする手をマスクに使って
クレジットIN

カット変わるが文字は残る(V
2

編で) クレジットF.O(1+18)

りんご(vo)「みかん 遅いよ

なにしてんの？」

シンプルなタイトルバック絵 みかん(vo)「IDタグ探してんの」
[シルエット画]

みかん手首のアップ IDタグを りんご(vo)「なんで そんな大事なものなくすワ
3

ピッと巻き付けて

ケ！？」

クロール

しょ」

とめる。 URLクレジットス

みかん(vo)「きょう

朝イチでEVAだったっ

「低圧区画」のパネル 各国
4

語 ゆっくりPAN↓英露中日
原稿別紙

ベッドマークやトイレマーク

みかん(vo)「プレブリージングめんどうでね」
みかん(vo)「低圧区画でお泊りしたわけ」

あり

手前マルチ風ボカシ 宇宙服の
5

パーツが↑フレームアウトす
ると

りんごさん(SL付き) 口パクあ

(間) りんご「それ

みかん「あーだから

別にタグと関係ないよね？」
あたしね」

り 目パチも.

EMU風の宇宙服のアッパート
6

ルソ 飛び込むみかん

みかん「寝てるウチに何でもポイポイ」

反動で顔はいったん画面外に みかん「脱いじゃうクセあって」
出る (みせない)

7

エアロック前室 宇宙服を着

るみかんとみているりんごさ みかん「起きると エライことになってたりぃ」
ん ↓A.C

みかんのおしりのトコロ ト
8

ラウザを

ぐっとひきあげる(体は反動
で逆に)

↓A.C カット頭に間おいて
9

反動で回転しているみかんに
マニピュレータで

みかん「こあいだも サァ

○○○○」 みかん

「とか、脱ぎすてちゃってて」
みかん「まるっと

○○○○まるだしでェ

みかん「○○○○が○○○○で」| (間(2+12)) |
SE[パン!]

りんご「ハイ！！

カットぉ！！」

鋭くツッコミ入れるポーズ
(ポーズだけ) SEは音のみ
10 タイトルバック スチル
90 傾いたコンソールのエア
ロック係員(オフロの番台み

11 たいに) PAN→

係員(oﬀ
ぞ」

)「ホイ

係員「１回１名

エアロック空いたヨ次どー

タグ無いと出せないよ

係員「こないだもうちの新人 「始末書たっぷり

かおあげてみかんに向いてヘ 書かされてサ」
ルメットをトス

りんごさん みかんの方にポイ
12

ンタ振って(振り向く)

ヘルメットを受け取る キャッ

りんご「間に合う？
い？」

もう１組あとにずらすか

チ

みかんのウデUP グラブのト
メガネをとめます

カチン! ウデをブラインドに

みかん「だいじょぶ」

カオ出し T.B

みかん「いきまっしょ！！」

してワイプ風に

13 画面外からヘルメット

りんごさんのマニピュレータ
に押されてIN ガポ!

みかんの手INしてヘルメット
をねじって

しめる SE[ガチョ]

14

びゅっとメインタイトル フ

ラッシュPAN→ (止めなくて
可)<break>

c#14から流れ止めずに

PAN→ 宇宙ステーション

15 500km2号の構造物 だーっ
と つないで- 黒味に一回抜け SEなし(無音ぽい宇宙空間)
てT.Bしつつ回転 PAN
DOWNに切り替わる 地球へ

雲間から見えるのは学習世界
地図 ここまで(6-8s)

さらにPANつづいて ほぼ真
フカンまで カット尻にりん

ごさんのシルエットがフレー
ムIN

↓A.C りんごさんの部分UP
ジャイロのインジケータが
16

SE(ON) [リアクションホイルによる姿勢制御]

回る バックは500km高度か [コールドガスジェットはまだ]
らみた地球 T.B気味に

パーソナルタグも見える 「り [りんごさんはCGI]
んご」 TB加味 ↓A.C気分

A.C気分 りんごさんの視界風
に (主観風味) 色々なモノが
画面をよぎる カット尻にみ
17

かんの宇宙服フレーム上から SEあり
IN 回転している<break>

画面上方からINするみかんに

カーソルが出る くるくると回
転するみかん

↓A.C そのUP 画面はずれそ

18 うになってからモドル
(主観)つづき

↓A.C気分 ジャイロ部分の
19

UP 回転停止

カメラ前にマニピュレータ

アームINして止まる 少し反動
りんごさん Follow→ (キドウ (SEなし) ロングになったので
ソクド) ←PAN ゆっくり
RCSの方向決メて(5+0)

20 ふかす 1.5秒 動き始めて
(7+0)

ストップモーションで色味変 ネコ「ハイ！ここで『軌道航法』のお時間です
わり

ネコ「ココでりんごさんは上にいるみかんに『ら

ウンチクネコ出てくる ディズ

ニーの「ラマになった王様」 んでぶー』したいワケですが」
のノリ

ネコ「上だからって 下に噴射すると」

ギュッとT.U

ネコ「軌道上では 加速方向から」

フリップがザッと出て来る
下に火がでる

カメラはT.UあとすぐT.B
カットは切らない
まわる航法の図

ネコ「上でなく横ちょに流されちゃいます」
ネコ「ズレた力がはたらいて見えます」
ネコ「もちろん加速は加速した方向に
ネコ「おこなわれていますが

後ろでパカパカと

ネコ「速度が変わるコトによって

きりかわってゆく

「そのよーに見えるのデス」

セツメイ図が

ネコ「ズレた軌道を元の軌道から見ると ネコ
ネコ「宇宙で自分の速度や軌道要素を考慮しない
で運動するのは」

ネコ「アニメではよくあるコトですが、この番組
ではソレナリにソレナリします」
WIPEして 元のカットに戻っ

ネコ「皆さんもソレナリで慣れてクダサイ」

て動きだすりんごさん 図面
全部↑OUT(O.L 0+18)

ランデブーするりんごさんと

21 くるくるみかん ロングでじん
わり

主観風 ぐるんぐるんと回るみ

22 かんにちかづくカメラ

カット尻はヘルメットで
ヘルメットからの視界に変わ
る もう

ぐりんぐりんと回る
23

SE[ポコ! ピコ !] みかん「ほえほえ〜♪」

が、しかしなんか変 ヘルメッ SE[ポコ! ピッ! ピッ! ポピ!] みかん(ハナウタ)「ふ
トの内側には
ん ふーン♪」
ゲーム画面が 手元にはゲーム SE[ゲーム音] SE[ピピー!!]
パッド
SE[ガリガリッ!] りんご「ハイ！みかん」
T.B 通信ノイズ入って

りんご「休憩終了

画像割り込みでりんごさんの みかん「ヘーイ!」
通信IN

仕事にモドルよ」

後方の視界はグルグルとしっ
ぱなし

ゲームパッドをサッとしまい
ながら

みかんの宇宙服補足<break>
↓A.C ゲームパッドをポ
シェットにしまいつつ

バッと手足を開きジェットを
ふかして

回転を止メるみかん

アクションは1カットで ここ
は手抜かない
24

たくみに〜 [少しT.B]

その間もSLで近づくりんごさ
ん

ガスジェットをパパパ スパ
パパパ とフかす (無音)

ラストみかんゆっくり回転 (Z りんご「んー」
軸 =カメラワークのみで)

りんごさん チョイと速度調え
る

25

みかんナメてりんごさんの

りんご「みかんてば、いつみてもあなたの休み時

ぐいぐい寄る

りんご「なんでそんなグルグルしながら」

UP

間はヘン」

りんご「ゲームするの？」

切り返してりんごさん ナメて

みかん ゆっくりPAN カット みかん「三半規管ぐるぐる〜 直撃で楽しいか

26 尻に

ら」

りんご姐さんの機体の一部に 「りんご姉さんもいっしょにどお？
QT.U アンテナマーク

26カット尻から止め(タメ)な

し すごいイキオイでカット変
27

わってゆく

★地球から静止衛星にQT.B
(6〜8k位)

すべて止め 6〜8K カットNo
はC27のAB分割で
イロイロと

L/O時になんか考えます
Q PAN DOWN↓ からフェア
リングで 机の上のモニタへ

28 ウィンドウの1ッにみかんの

さきほどの絵が表示されてい

みかん(oﬀ

から)「三半規管ぐるぐる〜

る (兼用パメコミ)

の寄り 3秒くらいアトモドリ

29 して(素材兼用) セリフくり返 みかん「直撃で楽しいから」
し 画質ザラザラ

キーボードとコーヒーカップ

30 なめてモニターにうつるみか みかん「りんご姉さんもいっしょにどお?」
んの姿

31

キーボードの部分UP SEで
キーを叩く音IN

SE[カシャカシャ] モニタにり
32

んごさんの返事

SE[カシャ]

りんご(タイプ文字で)「遠慮しておくワ 私の

返事がタイプ音に合わせての 「三半規管はソコにないからね」 SE[カシャ]
びる。 -リターン

C#27素材兼用 逆まわしに通
33

信ケイロが

SE[スババシュ]

フラッシュする
と、モトの軌道上 残った運

動量でまわりつつあそんでい
るみかん
34

＊Z回転をカメラワークで 作
画コマうち合わせ りんごさ
ん←SL

と、りんごさん

レータを展開して

マニピュ

A.C キリカエシ

35 マニピュレータでNON NON
と手をふるジェスチュア

ロングショット オドリつつ
ただようみかん PAN↑UP

36 ゆっくり

音楽スタート 字幕つきナ
レーションIN

[O.L] 軌道上にひろがる

37 500km2号ステーションの施
設群 ロング全景 PAN UP↑

38

やや寄りで施設のUP マルチ
スピードSL

39 みじかい中OLでよこPAN→
OTVポート

←PAN シャトルなめてブン

40 カー等々 PAN↓変り モ

りんご「遠慮しとくわ
(セリフこぼして) 「わたしの三半規管は、ソコに
ないからね」

間 N.「ここは高度およそ500kmの地球周回軌道
上

「正確に言うと… (早口で) 半長径軸6873km 離
心率0.002 軌道傾斜51.6度 昇降点赤径105度

N.「近点引数33.4度 平均近点離角62度 エポック
は、 ないしょ… (早口終わり) の宇宙ステーショ
ンです。」

N.「ここは各種の宇宙機用の埠頭と整備工場を
持った」

N.「衛星メンテナンス基地のひとつで 地上往還

ジュールのうちのひとつへカ 機の中継基地でもあります」
メラ寄ってゆく

41 なんか工事中のモジュール

N.「こういうステーションでは、いつでもドコか
が工事中です。」

42 工事中

N.「アレをつくって

43 さらに工事中

N.「コレをはずして

44 工事中のなンかメカとか

N.「ナニをくっつけて

工事中のカンバン から、

PAN するとそれはマドから

みえる外の工事現場 通路内に

45 カメラふって 通行人A
OUT(2+0)

こっそりカメラ 90 回って た

てPANがよこPANにキリカワ

N.「ソレを解体して…

ル〜
と、奥からりんごさんを押し
てやってくるみかん

手前へ りんごさんのオプ
ションはなしの状態で
<break>

→follow スライド付き みか
んにPAN ←加味

みかん カメラに向いて
46

N.「みかんちゃんはこのステーションで働く
「建設作業員です」

[メタでOK] にんまり カメラ みかん「ちいーっす」
はPANして

N.「リンゴさんは、みかんちゃんの仕事仲間。

ニタ点灯 フェイスアイコン

りんご「あー、別に…」

りんごさんへ りんごさんのモ 「ロボットではありません」
出る

りんごさんUPカメラ止めず
に動く (SLで)
47

りんご「ロボットでもいいよ。あたしゃ、気にし

OUT気味に (モニタの消灯は ないしね」
削除=点いたまま)

と、カメラ前に大きく逆方向
からの通行人B IN

↓A.C あいさつしながら画面
奥へとんでゆく通行人B
48

すれちがう、みかん りんご
さんに

カメラは少し付けて追い気味

B「hi, mi - kan」 みかん「ハイ」
りんご「ハァイ」

に

通路のゆきあたりにたどりつ
く みかんとりんごさん

みかん りんごさんの質量を
使ってターンする

49 カベとりんごさんのあいだに
入り速度を殺して90 ターン
して

オフィスへ入ってゆく (6+6

みかん「どっこいしょっと」

位) カベに「営繕サービス」
の表示がある
50

コドモでんわそーだんしつの
フリップカード

SE[(黒電話)ジリリリリン]

[WIPE(0+18)] 電話機のアニ
メーションUPから T.B
(1+18)
51

するとなンか奇しげなキャラ
である 「でんわさん」

かなり「キモチワルイ」アク
ションで

「ジリリリリン」

SE[(フック音)ガチャン]

でんわさん「ハイ・コチラは宇宙コドモ電話相談
室デス」

でんわ「あなたの おナマエ なンでスか」

話す

でんわさん あやしいアクショ
ンで 子供の声が

子供(oﬀ )「あたしハナちゃん！」 子「ねぇ 宇宙
で入る TBしてゆくと、コ
服を着たヒトは
52 ンピュータのデスクトップら
子「どやって お手洗いゆくんですか？」
しい
oﬀ

SE ガタゴトと音が入りセリ
フをさえぎるように

[WIPE]ページカールして 画
面変わる 色ホリゾントで

ごっつい宇宙海兵隊員のお兄
さん登場

海兵隊員「お手洗いだとォ!

カメラに

海兵隊員「コレだ!」

ウトすると

「もよおしてきたら、 迷わず

だけつけた男がIN

(海)「赤ちゃんのオムツと同じだ!! 「たっぷり吸

指しつつセリフ

「ギャクモドリなしだぞ

画面外からオムツを取り出し 海「そんなモノはなーい！」
突き出す。 カメラがズームア 「海「コレをここんトコにセットする！」
53

画面上方から宇宙服の下半身 「する!」
そのままOUT (海)その○○を 収!
Q.ズームイン もういちど オ
ムツをつき出してセリフ
どんどん寄り

「わかったかー！！」

[WIPE(1+18)] ふたたびワイ

プででんわねーさんにモドる
カメラ方向を見て なにか言
54

いかけるが…
-やめる-

なンか イヤな笑い方をして

電話にもどる (受話器かける)

SE[ガチャ][ツーツーツー]

ブロックワイプでOUT

メインタイトルバックに

音楽IN [メインテーマ] タイト
ルロゴ IN (なめ出し+SL)
55

カメラPANするようにタイト
ルフレームアウトしてゆく
↓PAN風に てすり IN

ひょいと手が入っててすりを

N.「てナ感じで、ねこまたやがお贈りする」
「宇宙バラエティーショー」

つかみ(つまみ)

体を引きつけるみかん 目は次
のてすり

ヒョイと次のポイントへ手を
56

のば 参考ビデオあり

スルスルと進むと足でお弁当 N.「宇宙ステーションで働いてる N.「みかん
のバスケットとロープをもっ ちゃんやりんご姉さんといっしょに」
ている ↑OUT ヒモに引かれ

て バナナがIN カメラ90 回転
カメラ見て手をふっているバ

57 ナナ ダレだ?コレは って感じ N.「ぷかぷかーっと
で

C56にカメラもどる バナナ

58 OUT気味に りんごさん追っ
てIN

59 仕事風景 スナップ みかん

N.「あんなコトや」

60 食事スナップ 奥にバナナ
61

トレッドミルで負荷運動 リ
ピートで

N.「こーんなコト」

ノン気にやってみよー」

62
63

ゴムヒモに「人工重力」のタ
グ

月でキネン写真 T.U〜PAN
T.U PAN UP ちきゅうへ

500km2号ステーション 全
64

景から PAN↓すると パ

N.「たまには月まで遠足に行くのも」
N.「いいカモ！」

N.「あっと驚く楽しい出来事が N.「たーくさん

フォーマンスをビデオに撮影 あるはず」
中の一同

65

りんごさんバラバラで、セッ

トアップ中のみかん スナップ
ぐーすか寝ているみかん ス

66 ナップ 下着が浮いていたりす
る

みかんとバナナのおどり(パ

67 フォーマンス) 動画で フリツ
ケ一考

68 回転(ロール)するりんごさん
69 手を打つみかん ポン
70 同 バナナ ポン
71

マニピュレータでベルを出す
りんごさん

両側からりんごさんのハンド
72

レールをもって同時に

そのベルを打つ みかんとバ
ナナ

73 ベル鳴る SE[コーン]
500km2号ステーション部分
なンかモジュールがランデ

ブー中 PAN ↓ DOWN カメ

74 ラ前 みかんが居る

見る… キョロキョロする フ
シン

[ 同時でないと重心が狂うので注意 ]

そのロングショット followと

75 あるのは軌道運行方向 ノズ
ルの光見える(ウソだけど)

モジュールの灯火色変わり
76

(赤)→(白点滅)

キックモータからRCSへ
フェーズがかわる UP

ソレをうしろに作業中のみか
ん

なんか 荷物をいっぱいくくり

77 つけたりんごさんSLでIN <ガ
ス噴かす>

ガスジェットで止まりつつ方

効果音なし音楽のみ

向変換 ペンチをとり出し

みかんのUP なめてりんごさ
78

ん IN気味にペンチを

差し出す | 間 | チラと見るみ

りんご「ハイ ペンチ」

かん | さらに間

もっそりとふり向いて ペンチ
をうけとるみかん
79

T.B じっとりんごさんを見て
いるみかん

みかん「ありがと」
みかん「うー」

そのまま回転して去ろうとす
るりんごさんだが…

の寄り どうも気になって回転
を止め

修正PAN← 目パチ

みかん「あー」

80 ひょいとマニピュレータを上
げて

ジョイントのカメラをみかん

りんご「どーしたの?」

にむける

81 コトバ尻もモゴモゴとみかん みかん「いや… 別に ただ
ロング 後ろでモジュール回転

82 中

(間) みかん「おしっこ
(間)

したいかなーと」

りんごさんUPから 目パチ

りんご「?」

みかんうそぶいて

みかん「あ、 いや… ソレが…

83 PAN→してみかんへ

りんごさんのカメラ レンズに

84 うつる宇宙服
(間)

りんご「…すれば …いいんじゃないの?」

みかん「在庫

きれてたので

「そのまま…」

c82同ポ モジュールの航行灯
白点滅から

オレンジの回転に変わるピー
カピカ (3+0) みかん・りん
ごさんの表情等は見えない
(5+0)

85 と、その時うしろのモジュー
ルの舷側のライトが

ビカビカ点灯してラジオの空

りんご「うわぁ、 えんがちょー
SE[ザザーッ ザーーーーーーーガリガリ]
(M) チ・チン ドンドン チン ドンドン

電ノイズ

音楽スタート チンドンばやし
!

何事かと振り向くふたり
86 ベカベカ点滅する電飾
87
88
89
90

RCSをふかしてロールを始め (音楽はザリザリと空電まじり) バナナ(vo)「まい
るモジュール

別アングル 回転始めるモ
ジュール

みかんさん あっけにとられ
るアップ 目パチ

ヒキサイズ サーチライトがピ
カピカ

りんごさんUP 少しPAN りん
91

| 音楽 |

ごさんのカメラもPANしてい
る

92 ピカピカネオンや電飾 回転

ど500km(キロメートル)

バナナ(vo)「2号すってーしょん 」
バナナ(vo)「ご勤務中のミナサマ！
バナナ(vo)「こちらはご当地初お目見え」
バナナ(vo)「何でもサービスセンターでゴザイマ
ス！」

バナナ(vo)「ご提供いたしますは
バナナ(vo)「いれたての美味しいコーヒー！」

93 ほかのEVA中のヒトも見てい
る ロング PAN←

バナナ(vo)「EVA中にちょいと一休み」

バナナ「1/3気圧ゆったりレストルーム！！」

モジュール表面 回転につれて

94 入り口のカンバンが見えて来 バナナ(vo)「各種消耗品の補給もばっちり！！」
る

95

りんごさん目パチ

96 みかんUP 目パチ
97

RCSクロースUP 回転を止め
るガスを [要デザイン]

98 噴く! ブワー
99

ロングで ガス止まる [ガス
1.3秒]

バナナ「水にサンソに雑誌におやつ！」

りんご「へぇー、 こんな商売始まったんだー」
バナナ(vo)「軌道コンビニエンス
「ぽこあぽこ
「ら・れんたんどー
「本日開店(かいてーん)!」

モジュールのAカプラがス

100 テーションの

カプラと組み合う 少し反動

101

SE[ゴン]

ランプの色変わる 音楽オワ
リ

ロングで セリフこぼれて

102 ボケッと見ているりんごさん
とみかん

バナナ(vo)「今ならケーキセット

「サービスちゅー」 SE[空電] ザジザジザー

ぽこぽこ入り口のネオンにト
ラックIN C94同ポ

103 カメラ回転してメインタイト テーマ音楽 IN
ルに

入れ替え タイトルFIX(4+12)
104

みかんのスチル PAN↑ みか
んでおてだま

105 りんごさん PAN→ りんごみ
てる

106

バナナのおしり UP から
PAN T.B 構図一考

107 ジャイロパーツBOX T.U
コーヒー用バブルと給水ポッ

108 ト (ノズル) (つる首ポリポン
プ)

109 バナナのおぼん
110 なぜか真空管がくるくる
ぽこぽこ店内 みかん あしも

111 とからPAN UP とまり木でく
つろいでいるみかん

テーマ(M)おわり このあたりでスパッと終止 み
かん「ほえ〜」(アドリブ)

コーヒーをバブルからちゅー

112 と

飲む UP

113

ケーキのパックを ちょいと
むいて

みかん「んぐ」
みかん「むほほ♪」

PAN→ あーんとくちをあけ
114

て 食べようとするみかんの

向うのマドに 怒りアイコンの みかん「あーん」
りんごさんが 上からIN

115 ハッと 気づくみかん ぱく

みかん「むっ！」

マドの外 りんごさん マニ
ピュレータをがしっと

116 マドに押しつける 外壁ソケッ
トあり (グラップルフィクス
チャ)

もどって室内 りんごさんのモ

117 ニタに

セリフが流れる みかんなめ

118

そのUP ちょっとコワイ (ク
チパ有り)

りんご(文字のみ)「コラ!

「みかん! 何、くつろいじゃってンのよ!
「あんたは! まだ、休み時間じゃないでショ!

| を、見ているみかん ハッと みかん「ハッ？！」

119 われにかえり

「あ、あれ?

ウロが来てオロオロ

する、みかん [T.B]するとマ
ドナメ

と、そこへ INして来る宇宙服

「お、お手洗い借りるだけのつもりが!
「つい!

A.C↓ つけてPAN 宇宙服を

120 おいこして くるんと回転する
バナナ

バナナ「いょっ！」

A.C↓(の気分で) バレーのよ
121

うに手足をのばし ハデなウエ
イトレスのかっこうをしたバ
ナナ 回転(別アングル)

122 壁面のテザーをつかむUP
宇宙服の前方にまわりこんで

123 ひょいっと

減速させて 止める

バナナ「 おっ ま
たせ

え ぇ !」

みかんなめて 少し残った速度

124 で

タダヨウ 宇宙服とバナナ

バナナ「まいど、ありがとうございまーす!」

さかさバナナ UPでニコニコ 「消耗品

125 …

「補給しときましたぁー」

126 みかんUP 止メ

みかん「え？！

127 りんごさんUP 止メ 目パチ?

りんご「…

ストップモーションに

ぇ、えーっと？」

なに！？頼んだの？」

128 バナナUP ニコニコ <break> バナナ「ノンノン！

初回サービスで〜っす♪」

ポンと宇宙へ 500km2号ス
テーション全景PAN

エンドクレジット流れる ク
レジット詳細は未定
129

ゆっくり PAN

ねこ出て来る (ヒキで) クレ
ジットの引きと同調 (クレ
ジットの一部である)

ロープを、もっている カンバ

ねこ「どんも」

ねこ「こんなアニメ作ってみたです」
ねこ「楽しんでもらえたかな？

ねこ「気が向いたらコメントくださいね

ンをひっぱりだす
ひょい、ひょいと

そのまま画面外に流れてOUT

