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3.3.7 ビョーシ‼
「トッキュー 」「モテキ」などで有名な漫画家
久保ミツロウさんの少年漫画デビュー作。
応援団の主人公フクは憧れの先輩、元応援団長
のウメに偶然再会。ウメはホストとして困って
る人を応援していた。そんなウメを見てフクも
同じように困っている人を全力で応援していく
というハートフルな漫画です。何もできない自
分でも人を全力で応援することだけはできる、
そんなフクを見ていると胸が熱くなります。

塩谷のオススメ！

ここは今から倫理です。
「さよならミニスカート」「極主夫道」「今日か
からシティハンター」いろいろありますが…
( 笑 ) ここ最近集めている漫画で、何度でも読
み返して心にとどめておきたい哲学に関する
漫画です。
人生において後回しにされがちな学問ではあ
りますが、生きる上でお手本にしたい言葉が
沢山紹介されています。昨今、何かと憤りを
感じやすい日が続いていますが、自分も知ら
ないうちに他人を傷つけてしまわないように
考えさせられる漫画ですね。

GIANT KILLING
弱小クラブである ETU を率いる監督「達海」
が主人公のサッカー漫画。
「若い監督」を主人公に抜擢している斬新な切
り口と「弱小クラブ」のリアリティを追求して
いる、他に類を見ないサッカー漫画。
戦術を駆使して、強い敵（ジャイアント）を倒
すのがこの漫画のタイトルの意味であり肝に
なってます。人生の教訓にもなる愛読書です。

菅のオススメ！

少年ジャンプコミック！
小学生の息子と一緒に読めるマンガが最近のお
気に入りです。
「ONE PIECE」「NARUTO」「BORUTO」
「HUNTER×HUNTER」…などなど、王道な少
年漫画ですが、息子と一緒に好きなキャラにつ
いて語ったり、ジャンプショップに行ったりす
るのが最近の楽しみです。
少女マンガやお仕事系のマンガも大好きです
が、スカッとするストーリー展開や主人公が成
長していく過程にグッときてしまいます。

地獄のミサワ
…ってご存知ですか？
顔の中心に目が寄っていて、シュールでナルシ
スト発言が多いキャラクターは目にした事があ
るかもしれません。ツイッターの「女に惚れさ
す名言集」はあまりにも有名です。私は、彼の
描く、くだらなすぎるワードセンスとイラスト
タッチが大好きで LINE スタンプもヘビー USE。
皆さんもお時間あれば是非立ち読みしてみてく
ださい。きっと、イライラしつつも、読んでい
て思わず笑ってしまいますよ。

村山のオススメ！

チャンネルはそのまま！
大学生の姪っ子ちゃんが女子アナを目指すとい
うので、テレビ局のマンガがあったなと思い出
し、紹介。2 巻までしか持ってなかったけど、
久々に調べたら 6 巻完結してる！「バカ枠」
採用された主人公の雪丸花子。色々やらかして
くれるのに、なぜか手柄を上げてしまう花子に
注目。テレビ局の部署間の関わりや人間関係ま
で見えてくる、笑いたいときに読みたい 1 冊。
今年 3 月に、北海道でドラマ化したらしい。
全国放送してくれなかったのが無念。

天空メンバー「雨の日の過ごし方」
岡崎

／

CEO
子どもが生まれる
前 は、撮 り た め た
ドラマやレンタル
ビデオを見て過ご
し て ま し た。い ま
は、大 型 シ ョ ッ ピ
ングセンターの中
を歩きまわって目
指せ 10000 歩し
ています。

塩谷

／

Sales Assistant

ショッピング♫ずっと雨の
日用の靴が欲しくて、今年
こそは購入したい！最近は
雨の日でも楽しく過ごせる
グッズが出ているので見て
いるだけでも楽しいです。
画像はいいな〜と思ったス
ニーカータイプのレイン
シューズ。

矢田

／

Salesman

ズバリ、「シャワーランニング」！私は…走ります！痩せたい
ので夏でもできるだけ着込んで汗を発散するのですが、雨の
日の RUN は何とも言えない「爽快感」
がありますからね。俗に言う、シャワー
ランニングです。晴れた日、走った後
はいっつも汗だくなんですが、雨の日
は、もぅどーでもいい状態になって文
句なしに気持ちが良い。雨が降ったら、
皆さんも「シャワーランニング」で自
らを解き放ちましょう（風邪注意）♪

菅

／

Designer

のんびりと紅茶を飲みな
が ら、家 事 を し た り、撮
り溜めたドラマを見たり、
長編アニメを見たり…あ
まり頭を使わずボンヤリ
と過ごします。なのでゆっ
くりリラックスできる休
日の雨の日はそんなに嫌
いじゃないですね。笑

お気に入り
ラインナップ

令和元年

下田

／

Salesman

梅雨の 6 月。そんな時期は音楽
フェス（笑）今月は静岡の頂フェ
スと蒲郡の森道市場。
野外で開催なので、自然の天気
には逆らえません。ポンチョや
長靴などでしっかり対策をして、
安全に健康に、雨ならではの音
楽フェス（ずぶぬれフェス）を
楽しんできたいと思います。
まずは晴れることを祈る！

村山

／

Designer
娘とキャラ弁ミーティング。
幼稚園で月に一度あるその
月のお友達誕生日会はお弁
当持参。のんびり出来ると
きに、じっくり娘の要望を
聞きます！無茶振りにもな
んとか応えようと頑張って
ますが、ディズニープリン
セスってどうやって作った
らいいですか⁉

始動！
マンガ★スターで出来ること Q&A
広報隊長は？この２人です！

マンガ
★スタ
ー
ってな
ぁに？
※詳
しくは
中面へ
！

STAFF オススメ！マンガ紹介

天空メンバー「雨の日の過ごし方」
発行元／株式会社天空広告

お任せくさだい‼

で出来ること Q&A

楽しく、見やすく、わかりやすい広告を作りたい。事業の紹介やサービスを、たくさんの人に知ってもらいたい。そんな社長様・広報担当者様の願いやご要望を形にします！

Q

マンガ★スターってなぁに？ http://www.tenku0.com

←QR コードからアクセス‼

イラストやマンガを使ったあらゆる広告物の制作を応援する、株式会社天空広告が立ち上げたイラスト広告総合サイトです。
親しみやすさならオリジナルマスコットキャラクターやイラスト、わかりやすく伝えたいならマンガや動画、目的によって制作物が変わります。その一連のご相談を 1 つの窓口でお受け致します。

Q

見ただけで企業名がわかる、インパクトのある
マスコットキャラクターが欲しい！

当社専属デザイナーが
つくります !

大手広告代理店じゃ
なくても大丈夫なんです。

カッコイイ・かわいい・シック・
シンプルなどのジャンルから、
イラストタッチ、カラーバリ
エーションのご要望にお応え
致します。また、名刺や封筒、
ホームページや折込みチラシ
などへの展開も得意です。
ぜひご相談ください。

TVCM の制作も手掛ける弊社は、企業 PR、製品 PR 用のプ
ロモーションビデオも得意！映像は短時間で多くの情報を伝
達・浸透させ、人の心を動かすことができる重要なツールです。

この動画は
YouTube で
ご視聴いただけます！

LINE スタンプや
絵文字展開も出来ます！

ホッシーくん

Q

商品のことや事業内容をマンガを使ってわかり
やすく説明した折込チラシをつくりたい！

マンガ広告も数多く手掛けて
います。まずはご相談を！
事業内容が難しくて伝わらない…、商品を広く世の中へ伝
えたい、そんな企業様。文字だけの広告より、マンガ広告
は絵の持つ視覚的効果でより目に止まりやすくなります。
マンガは、言語の違う人が見ても、伝わるものがあります。
その力を、使ってみませんか？

愛知県中小企業共済様「組合プロモーション動画」

マンガ★スターの広報隊長は？

社内間のコミュニケーションから企業認知度の
向上。ファンとの交流など。スタンプの配信を
通してプロモーションを行うことも可能です。

●

Q

既に持っているマスコットキャラクターで
TVCM やプロモーションビデオをつくりたい！

●

社内にマンガ家がいるからレスポンスの速さに自信あり！
ご希望があれば打ち合わせにマンガ家が同行します。

こんな企業・店舗様
にオススメです！

●

結婚相談所や式場などのブライダル業者様！
製薬会社様や化粧品メーカー様など！

てんくーさん

●

クリエイティブな星、広告星からやってきた新米調査員。

日本のとある場所の広告会社で働いているクリエイティブデ

上司から「地球の広告について調べてくる」という命を受け、

ザイナー兼セールスマン。広告については少々自信を持って

地球に降り立った。とある広告会社の従業員「てんくーさん」

いる。いつものように働いていたある日、宇宙からやってき

と出会い、彼のお手伝いをしながら、地球の広告について

たという「ホッシーくん」と出会った。自分が新入社員だっ

です！

調査の日々を送っている。広告については全くの素人で、
なんでもてんくーさんに質問をしてしまう。

人
2
この

たころを思い出し、ホッシーくんの申し出を快く引き受けた。
デザイナーモードとセールスマンモードで服装が変わる。

