
Available now - 

A deluxe anthology packed with items that all SAKURA fans would never want to miss: 

official CLAMP artwork (mostly unreleased material), 

including over 60 illustrations not featured in three previously released collections. 

interviews with CLAMP, official merchandise featuring CLAMP graphics, 

and highlights from your favorite comics! 
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イラスト〜3未Ilk録のイラスト（約60点）をはじめ， 

CLAMPによる設定資料，CLAMPへのインタビュー,原作版関連グッズ紹介,名場面集などなど, 

ファンなら見逃せないコンテンツをギッシリ收録した豪華原作版ムック。 









Available now- 

A deluxe antnoiogy packed with items that all SAKURA/ans would never want to miss： 

o//icial CLAMP artwork (mostly unreleased material), 

including over 60 illustrations not featured in three previously released collections, 

interviews with CLAMP, o//icial merchandise featuring CLAMP graphics, 

and highlights/rom your favorite comics! 



既刊のイラスト_(1〜3)には収録されなかつ 

た，喊像ソフト（ビデオ，LD, DVD)とゲー 

ムソフトのパッケージ，特典，宣伝用イラスト 

を集めました。 

イラストレーシヨンス 
ILLUSTRATIONS 

げんさくばん ばん げきじようばん 

原作版，テレビアニメ版，劇場版のために， 
クランプ ようい せつていしりよう 

CLAMPが用意した設定資料（そのほとんどが 

初公開）を，メンバーのコメントとともに一挙 

掲載します。 

キャラクターが成長していく過程を，コミッ 

クの八イライトシーンとともにプレイパック。 

名場面，名台詞のかずかずを，たつぶりとお楽 

しみください。 

せつてい し りよう 

OFFICIAL ART WORK 

めいばめん 

キャラクター名場面 
CHARACTER S HIGHLIGHT 

「なかよし」のふろくや全員サービス用グッズ 

など，原作版のイラストを使用した膨大なアイ 

テムの中から，主要なものを選りすぐってご紹 

$します。 

げんさくばん かんれん 

原作版関連グッス 
OFFICIAL MERCHANDISE 

『さくら』のすべてをふりかえる総決算インタ 

ビュー。CLAM_自らが語る『さくら』への想 

いやこだわり，はじめて明かされるエピソード 

が満載です。 

CLAMPインタビュー 
INTERVIEW 
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既刊のイラスト集（1〜3)には収録されなかった， 

映像ソフト（ビデオ，LD，DVD)とゲームソフトの 

パッケージ，#M,萱イラストを集めました。 
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[a £Q| 
ビデオ• LD Vol.2/ 

ジャヶット 

デザイン#した当初からとてもAに又っている釜装 
です。雨傘みたいなスカートで，素材はビニールつ 

ぼくしてみました。ケ□ちゃんはさくらちゃんと 

おそろいのへツドホンをつけていますね。 

03 

エルデイーポリユームワン 

ビデオ• LD VoU/ 

ジャヶット 

ビデオ.TdのiotYMということで，（テレビア 

ニメの）いちばん最初のオープニングの衣装を 

着せました。単行本第1巻の表紙も同じ衣装です 

が，このイラストはテレビアニメ版の^色にして 

あります。帽子のリポンの色や，そで口のリポン 

の形も少し違っています。 

E3 
[ルデイーポリユームフオー 

ビデオ• LD Vol.4/ 

ジャヶット 

妖精をイメージしたさくらちゃんです。まわりに 

はかれんなエーデルワイスの花をちりばめてみま 

した（笑)。この衣装は，そでと首の部分と頭につ 

けているフワフワの飾りがおそろいになつていて， 

ケ□ちゃんの首にも後から同じフワフワをつけて 

います。 

一_• エルデイ-ボリユームスリー 

ジヤケツト 

テレビアニメ版では（作画の都合上）衣装のレー 

スが簡略化されることが多かったので，その分， 

ジャケットではしっかりとかきました。このイラ 

ストでも，ケ□ちゃんに同じレースをつけて，細 

かくかきこんでいますね。一枚絵ならでは，です。 

133 
エルデイ-ボリユームシツクス 

ビデオ• LD Vol.6/ 

ジヤケツト 

衣装は，この巻に収録されている『闘』のお話の 
だい わ H# 

バトルコスチュームです（第20話）。すでに考え 

てストックしてあった衣装がお話の内容にびった 

りだと思い，アレンジして提出しました。まわり 

には衣装と同じピンク色のフリル系のチューリツ 

プをちりばめています。 

ビデオ• LD Vol.5/ 

ジャヶット 

このさくらちゃんは，昔，お母さんが着ていた服 

を着ています。おじいちゃんにちらったものです 

ね(第16話)。テレビアニメ版は色が違うのですが， 

もうかく機会もないだろうと思い，あえて原作版 

の白にしています。撫子の花に合わせて少し紫が 

かっていますね。 

初出&コメン 

■■ 



ビデオ• L D Vol.8/ | 

ジャヶット| 

『馬区』のお”のときのノ (トルコスチュームをiせて 
います（肇30言|)。以前，「なかよし」のふろく_ 

にかいたさくらちゃんの衣装をもとに，テレビア 

ニメ版用にアレンジしました。全体的な配色が， 

さくらちやんにはちよつとめずらしい感じですね。 

D3 I 
エルデイ- デイ-ブイデイ-ボリユームサーテイーン I 

ビデオ• LD • DVD Vol.13/| 

ジャヶット| 

テレビアニメ版の3番目のオープニングの衣装で 

すが，このイラストとは，若干違うところがあり 

ます。（テレビアニメ版では）スカートがこんなふ 

うに持ちあがっていませんでしたね。バレリーナ 

のようなスカートに注目していただけるとうれし 

いです。 

^ン鱼> 
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次 
，'广- 

免 

m 
■ Iルデイ-ポリュ-ムセブン 

|ジャヶット 

『不思議の国のアリス』，イメージしたコスチュー 

ムです。これは単行本第4巻の表紙バージョン。 

アニメ版では髪飾りのリポンはピンクだったので 

すが，ジャケットでは（第4巻と同じく）水色の 

リポンです。 

IEEI 
エルデイーデイーブイデイーボリユームテン 

ビデオ• LD • DVD Vol.l0/ 

ジャヶット 

配色もこちらで考えさせていただいた，テレビア 

ニメ版^)2番目のオープニングの衣装です。これ 

は男の字よりも女の子に人気があったようですね。 

男の子はもっとひらひらとした，ストレートに女 

の子っぽいデサインが好きなのかもしれません。 

E ■ 

ビデオ• LD • DVD Vol.l2/1 

ジャヶット| 

原作版ではかなり初期のころに使用した&装です。 

いちばん最初にもろもろの設定を作っていた時点 

で，すでにデザインしていました。テレビアニメ 

版でさくらちゃんの部屋に置いてある，知世ちゃ 

ん作のさくらちゃん人形の衣装もこれなのですが， 

お気づきでしたか？ 

D9 I 
Iルディ_ボリュ-ムナィン■ 

ジャヶット| 

クリスマスに，さくらちゃんが雪兎さんと遊園地 

に行くというおf舌があって（第35話）,そのとき 

の外出着です。帽子やスカートのすその細かなレー 

スをかくのがとても大変でした（笑)。この配gは 
こちらで決めたもので，テレビアニメ版とは違っ 

ています。 

m , 
エルデイーデイーブイデイーボリユームフイフテイーン| 

ビデオ• LD • DVD Vol.15/| 

ジャヶット| 

MUポ拏祕で荇ゎれrこバザ_のぉiにするつ 

エートレス姿です（第56話)。さくらちゃんのクラ 

スはお菓子を配る係で，衣装は知世ちゃんが作っ 

た型紙をもとに，おのおのの生徒が縫いました。 

さくらちゃんも自分で縫ったものを着ています。 

ED 
エルデイ-デイ-ブイデイ-ボリユームイレブン 

I ビデオ• LD • DVD Vol.l1/ 

Iジャヶット 
この巻に収録されたお話には，バトルコスチューム 

が登場しないんです。友枝小学校の学芸会でさく 

らちゃんが王子さまを演じるというお話があった 

ので（第42話），その衣装を着せました。おそろい 

の衣装を着たケ□ちゃんが，かわいいですね（笑)。 

m 
エルデイーデイーブイデイーボリユームフオーテイーン 

ビデオ• LD • DVD Vol.14/ 

ジヤケツト 

「なかよし」（1997年4月号）の扉絵に載せた， 
けい けい ツー いしよう 

グリーン系とオレンジ系の2パターンの衣装をア 

レンジしたものです。このイラストのブルー系を 
あ ぜんぶスリー 

合わせると，全部で3パターンということになり 
はいけい ずかん み 

ますね。背景のアネモネは，しっかり図鑑を見な 

がらかきました。 

m 
エルデイーデイーブイデイーボリユームシンクステイーン 

I ビデオ• LD • DVD Vol.16/ 

Iジャヶット 
ブルーとピンクの組みあわせの衣装です。デザイン 

はわたしたちが考えたものなのですが，配色はテ 

レビアニメの色彩設定の方に決めていただきまし 

た。アニメ本編を参考に，着彩したイラストです。 



m 
エルデイーデイーブイデイーポリユームセブンテイーン| 

ビデオVol.1フ/| 
ジャヶット| 

絲矣ぉ莬ちゃんが拏祕で鈇螽を撮るぉiがぁって 
(第65話），その映画に出演したときの袴姿です。 

設定では袴のすそにししゅうを入れていたのです 

が，ジャケットでは下まで入れるのは不可能ですか 

ら，設定を無視して上のほうに移動してます（笑)。 

T. 

m 
エルデイ-デイ-ブイデイ-ボリユームエイテイーン 

I ビデオ• LD • DVD Vol.18/ 

Iジャヶット 
M袴Mi禱は，テレビァニメiでは（傩 

画上）難しいということで，浅香監督から「マン 

卜のようにまとまって©Iく，見ばえするものを考 

えてください。」とのお願いがありました。それで， 

考えたのがこれです。最終回なのでがんばりまし 

たが，じつのところ苦肉の作です（笑)。 

EI 
HfvHof.Y/ジャヶット| 

d7\Tdはビデォ.Tdよりも1雈Mれてがは 

じまったので，Vol.9まではジャケットのイラス 

卜が違います。この衣装は，それまであまりかく 

機会がなかった『水』のお話（第3話）のバトル 

コスチュームです。 

□ 
DVD 70rぎ/ジャヶット| 

爰綾珩で衿われたクィズラ1J一のおiでiていた 

私服です（第34話）。さくらちゃんはこのかっこう 

で，コンビを組んだ雪兎さんと町内を走りまわっ 

ていました。こうしてあらためてふりかえると，D 

VDジャケットではさくらちゃんの私服姿をけっ 

ころかいていたんですね。 

ET 

□Vd ioi?ランジャヶット| 

とテレビァニメM®歸另にMiした，さ< 

らちゃんの私服姿です（第25話）。さくらちゃん 

はこの衣装で，雪兎さんに髪を切ってもらいまし 

た。バルーンスカートのように見えますが，これ 

はちようちんブルマの大きい版です。スカートだ 

とちよっと見えちゃいそうなので（笑)。 

m 
言/ジャヶット| 

この巻にはわたしたちの大好きな，さくらちゃん 

が巨大化するお話（第31話）が収録されています。 

大川から「ウルトラマンみたいなお話。」ときかさ 

れたので，ウルトラマンっぽい衣装を考えてみま 

した。配色は，テレビアニメ版の色彩設定の方に 

決めていただいたものです。 

丄 

110 
DVD ioL 2/ジャヶット 

このさくらちゃんのスカートは少し厚みがありま 

すね。すそに綿のようなものを詰めた感じです。 

実際に作るのは，かなり難しそうですけど（笑）。 

さくらちゃんとケ□ちゃんは，胸におそろいのネー 

ムプレートをつけています。 

I : ^ 
I DVD Vol.3/ジャヶット 

さくらちゃんが，知世ちゃんのお家に初めてお呼 

ばれしたときの外出着です（第11話)。この巻に 

収録されたお話のなかにはバトルコスチュームが 

登場しませんので，さくらちゃんの〈よそゆき〉 

をご披露することになりました。 

m 
ンジャヶット 

このiにはりのおiが遐Mされています（輩 

18話）。そのお話ではさくらちゃんが浴衣を着て 

いましたので，ジャケットも浴衣姿のさくらちゃ 

んにしてみました。季節は当然，夏ですが，浴衣 

の柄の桜にあわせて，桜のお花をかいています。 

m 
$ dVd^dL6ンジャヶット 

c Bブックのi；&のィラストで备Mした表iを， 

テレビアニメ版用にアレンジしたものです。CD 

ブックのほうには，スカートのすそにぐるりと音 

符の模様が入っていますね。CDブックと同じお 

話がテレビアニメ版にもあって，それがこの巻に 

収録されています。 



超 I 
“W エルデイ-ポリユームフアイブ <とくてんI 

14茹ボックスMのィラストです。苦い 

ような感じにしてみようと思って，衣装を昔風に 

しました。苺鈴がいますが，原作版に登場しない 

彼女をかく機会は，残念ながら少なかったですね。 

□ 

ビデオ.LD liポスタ 

(ビデオ.TBSIMのなかで）いちばんa紡に辜が 

けたものということもあって，とても印象深いで 

す。見た目がぱっとするように，さくらちゃんが 

元気よく『翔』で飛んでいるところをかきました。 

まわりの鳥たちは，その他の『さくら』のイラス 

卜でも大活躍してくれましたね。 

1：：：： m 
I DVD Vol_4/ジャヶット 

M衿笨肇3簦の_焱でグリーンMだったバトルコ 
スチュームを，テレビアニメ版用にアレンジした 

ものです。（作画上）動かしやすいように，デザイ 

ンをシンプルにして提出してみました。色が違う 

だけで，ずいぶんイメージが変わりますね。 

IEEI 
エルデイーデイーブイデイーげきじようばん 

ビデオ• LD* DVD劇場版/ 

ジャケット 

にかいたのイラストは，I法の続二 

感をもたせることに注意しました。さくらちゃん 

の後ろの赤い枠や雲の感じなどは，『劇場版1』の 

舞台となる香港をイメージしています。中華料理 

店で観察した窓の枠を思いだしながらかいた覚え 

がありますね。 

__エルデイ-ボリユームツー <とくてん| 

Tbの特典はサイズの大きいものが多く，このイ 

ラストもとても大きくかいたという印象が残って 

います。シチュエーションは就寝前の楽しいパジャ 

マパーティーといった感じですね（笑)。それぞれ 

同じようなデザインのノ v°ジヤマを着ています。 

エルデイ-ボリユームワンとくてん 

ビデオ• LD Vol.l/特典 

m 

(28)と同じ特典ボックス用のイラストです。羽の 

オブジェのまわりにキャラが集まっているという 

I冓図はシリーズ共通。衣装を塗ったペパーミント 

グリーンのインクは，シリーズの途中でなくなら 

ないよう，調合したものをビンに作りおきしてい 

ました。 

かん じき はつばい 

この巻はクリスマス時期の発売ということで，ク 

リスマスカードが特典でした。『さくら』ではクリ 

スマス関係のイラストが多く，そのつど色を変え 

たり，雪を降らせたりと，いろいろ試みています 
ふたり せいかたい ふんいき 

(笑)。この2人は聖歌隊のような雰囲気ですね。 

エルデイ-ボリユームフオー とくてん 

ビデオ• LD Vol.4/特典 

E3 
エルデイ—ボリュームセブンとくてん| 

ビデオ• L □ Vol_7/特典| 

これは『さくら』関連のイラストでよく使ったパ 

ターン。衣装といい，配色といい，中華っぽい感 

じて'すね。（33)と比べると，中華は中華でも， 

格闘ゲームのカンフー娘さんのようです。ちなみ 

にこの衣装は，このイラストだけに登場するもの 

です。 

.1. 

10 
I エルデイ-ポリユームスリ= <とくてん 

全体的な雰囲気は和風ですけど，さくらちゃんと 

小狼が着ている衣-は中華風。ちょっとおめでた 

い感じで（笑），お正月を連想させるイラストです 

ね。背景は，ポスターカラーの金で塗っています。 

さくらちゃんの衣装は，このイラストのためにデ 

ザインしました。 I E3 
エルデイーボリユームシ乃ステイーンとくてん 

ビデオ• LD Vol.l6/特典 

当時，すでにスッピーが登場していましたので， 

ケ□ちゃんバージョンとスッピーバージョンに分 

けてかいています。枠になっているリボンを，ケ 

□ちゃんとスッピーがそれぞれ口でくわえて，そ 

のなかにさくらちゃんがいるという構図ですね。 



E3 ゲ-ムソフト■ 
アニメチックストーリーゲームY/■ 

ゲームのオープニングがテレビアニメ版と同じと 

いうことで，ジャケットのさくらちゃんにも，同 

じコスチュームを着せました。桜の花も映像と同 

じように散らせています。あらためて見ると，と 

ても懐かしいコスチュームですね。 

E3 ゲームソフトI 
アニメチックストーリーゲーム1/ ■ 

しょかぃとくてんB 

初回特典| 

特典になったぬり絵用のイラストです。わたした 

ちはぬり絵が大好きで，このイラストにはかなり 

力を入れた写:えがあります（笑)。衣装は，中国雑 

技団の女の子っぽい感じですね。頭にはお花をつ 

けていて，スカートはバレリーナの衣装のように 

フワフワになっています。 

E 1999^1 

r月刊電撃gsマガジン」3月号/1 

記事ページ■ 

こされrこゲームのi芥ぺ——ジMのィ 

ラストです。衣装のアイディアがすぐに浮かび， 

かくのも楽しかった1枚ですね。いつもの『さく 

ら』にはないメカっぽい感じをねらって（笑），ゲー 

ムといったらこうでしよう！というイメージで 

かいています。 

Iゲ-ムソフト S3 

テトリスwithカードキヤプターさくら 

エターナル八一卜/ジヤケット 

テトリスということで，それらしいカラーでまと 

めたつもりです。ゲーム会社の方に「テトリス 

(のミノ）は何色あるんですか？」とたずね，教え 

られた色を全部使いました（笑)。衣装にミノっぽ 

い飾りもつけてあります。 

Iゲ-ムソフト EI 
アニメチックストーリーゲーム1/ 

ジャヶット 

ジャヶットのとわれたィラストで 

す。「ミニキャラで。」との希望がありましたので， 

ジャケット表面と同じコスチュームでミニキャラ 

にしています。『翔』もミニキャラになると，とて 

もかわいいですね（笑)。 

E0 
I エルデイ-ポリユームナインとくてん 

iが:！苔でiってぃるろぇ，奋Sifeiぃので， 

テレビアニメ版では使えないだ$うとあきらめて 

いた衣装です。これは巫女さん風ですが，わたし 

たちは着物が大好きで，ほかにもいろんなアレン 

ジをした着物をかいています。 

E3 ゲームソフトI 
アニメチックストーりーゲーム1■ 

宣伝ポスター$ 

こちらは宣伝ポスター用のイラストでした。中世 

の西洋の魔女といった雰囲気にしてみました。帽 

子と先のとがった靴は，昔のイタリアあたりにあっ 

たんじゃないかな，っていう形です。 

E3 ゲームソフトI 
アニメチックストーリーゲーム1/ ■ 

かぃせっしょI 

解説書| 

のキャラi芥のページで尔さ<iぅィラス 

卜といろことだっtこので，ミニキャ，にしていま 

す。それぞれの学校の制服を着せ，個性がはっき 

りするものを持たせました。さくらちゃんは杖， 

知世ちゃんはビデオカメラ。雪兎さんの特大おむ 

すびは，ちょっと笑えますね（笑)。 

Iゲ-ムソフト E3 

クロウカードマジック限定版/ 
とくてん 

特典 

特典の写真立てに叉れる，さくらちゃんの写真として 

かいたイラストです。写真立ては，買ってくださった 

方の写真とさくらちゃんの写真が並べて入れられる 

仕様に年っていました。さくらちゃんが着ているの 

は，友枝小学校のチアリーディング部のユニフォー 

ム。相性のいいグリーンとオレンジの配色です。 Iゲ-ムソフト E3 

クロウカードマジック限定版/ 
とくてん 

特典 

ゲームの限定版についていたクリアボックス用の 

イラストです。さくらちゃんのコスチュームは， 

このイラストのために考えたものです。ギザギザ 

のついた洋服は『さくら』ではよくありますよね。 

お決まりのピンク色で，さくらちゃんらしくまと 

めています。 



E3 Iゲ-ムソフト EEI 

アニメチックスI-ーリーゲーム1/ 
かいせつしよ 

解説書 

iiiのほか，としてriiiuのプロ 
グラムなどにも掲載されたイラストです。いつも 

のさくらちゃんとはちょっと違う趣ですね。花の 

妖精をイメージしたのですが，けっこう，自分で 

も気に入ってしまって（笑)。しばらくの間，同じ 

ような路線のものをかいていたように思います。 

ゲームソフトI 

クロウカ-ドマジックJ 

ジヤケツト 

このゲームには，ジャケットがさくらちゃんと小 
ランつうじようばん ともよ げんてい 

狼の通常版と，さくらちゃんと知世ちゃんの限定 
ばん く いがい 

版がありました。キャラクターの組みあわせ以外 
いしようはいけい おな 

は，衣装も背景もまったく同じです。このさくら 
ぼうしシヤオラン ぼう 

ちゃんはナースっぽい帽子を，小狼はベレー帽を 

かぶっています。 

ゲ-ムソフト■ 
クロウカードマジック/| 

解説書| 

かいせつしよ しょうかい 

解説書のキャラ紹介のィラストで，さくらちゃんに 

はゲームのなかと同じかっこラをさせています。 
さいごしんぱん だい 

〈最後の審判〉のときのバトルコスチュームで（第 

45話&第46話），第1話にもちょっとだけ登場し 

ました。小狼は，ゲームのなかでも式服姿でがん 

ばっています（笑)。 

^ ゲームソフト■ 
クロウカードマジック限定版/ | 

特典| 

(43)と同様，ゲームの特典（ストラップ）用にか 

いたイラストです。ストラップの小さなマスコッ 

卜にプリントされているので，現物では確認しに 

くいかちしれませんが，さくらちゃんはゲームの 

なかと同じ衣装を着ています。 

_ ゲームソフト| 

テトリスwithカードキヤプターさ< ら| 

エターナルハート宣伝ポスター| 

これは宣伝ポスター用として，このゲーム関連の 

イラストではいちばん大きくかいたさくらちゃん 

です。せっかくですので，ゲーム用に考えた衣装 

を着たさくらちゃんの全身が，めいっぱい見えた 

ほうがよかろうと思い，このようなポーズにして 

みました。 

ゲームソフト 
クロウカードマジック限定版/ 

ジヤケツト 

限定版のさくらちゃんと知世ちゃんのイラストで 

す。知世ちゃんはさくらちゃんと同じ衣装を着て 

います。組みあわせが女の字と寅の字の場合と， 

女の字どうしの場合とでは，やはり雰囲気が違い 

ますね。なにせ，ポーズが違います（笑)。 

Iゲームソフト m 

クロウカードマジック/ 
かいせつしよ 

解説書 

解説書の目次のページに使Mしたイラストです。 

衣装は，原作版にちテレビアニメ版にも登場しな 

いもの。大きなうさぎの耳のようなかぶりものが 

ポイントで，後ろのばさばさしたしっぽもうさぎ 

風にしています。全体的に見るとピエ□のようで 

もありますね。 Iゲ-ムソフト E3 

テトリスwith力ードキヤプターさくら 
エターナル八一卜宣伝ポスター 

このイラストの衣装はピンク系ですが，じつは当 

初，ブルー系も考えていました。ブルー系は，皆 

さんでご想像ください（笑)。頭には猫の耳を意識 

したデザインの帽子をかぶらせて，後ろにはリボ 

ンをつけたしっぽをのぞかせています。猫っぽい 

感じをねらったのですが，いかがでしょう。 

B3 ゲームソフトI 

クロウカードマジック/| 

ジャヶット| 

(48)のさくらちゃんと同じ衣装ですが，ジャケッ 

卜の裏面に使用したイラストなのでミニキャラに 

なっています。ミニキャラだと，表面でお見せで 

きなかったさくらちゃんの全身がご披露できると 

いう利点がありますね。こんな靴をはいていたん 

だなって，気づいてもらえるとうれしいです。 

Iゲ-ムソフト E3 

テトリスwithカードキャプターさくら 
エターナル八一卜/ジャケット 

(37)の裏面に掲載されたミニキャラのイラストで 

す。パンツの部分がふくらんでいて，ピエ□っぽ 

い感じですね。表面では上半身だけだったので， 

全身お見せすることができてよかったです。いち 

おう，宣伝ポスターでも全身図は確認できるので 

すが。 
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初期設定1► 
©しゃれな友枝小挖の,ii。 

凝つたデザインの枝章も初めか 

ら決まっていた。 

連載が始まる前にかかれたもの。 

さくらの，はつらつとしたイメー 

ジが強調されている。 

初期設定を決めていたころは，あ 
まり子どもをかいていなかったの 
で,レばらくはかきに<•かったで 

す。大人っ庚なったり子どもす#’ 

たりで…。存枝小字校の制服は最 
初からこの感じに決めていて，そ 
れをアニメでも使ってもらいました。 

mm 
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第62話► 
Uiがつ は ぎ 

存正月の_れ着。 

地色は濃い桜色で， 

嚇?#こ， 
に市松模様が入 

ている。 

◄第68話 
正pを，かしたエリオルとの 
対辱で着ていたテレビシリー 

ズ最後のバトルコスチュ- 

▲第65話 
桃矢のクラスの映画に 

出演したときの?，姿。 

|そにあしらった桜の 

花がきれい。 

▲第47話〜第70話 
のエンディング 
お菓子を作る場面の触な 

ので，エプロンドレスに 

なっている。リボンの飾 

りがポイント。 

第30話► 
ケ□もおそろいの衣pで登導 
した。オンエアでは帽子と服 

のすそのポンポンはカツト。 

第55話► 
アリスの世界g入りこんだ 
ねきの衣装。寧24話で登 

擇したアyス風のとはまた 
違った印象。 

カラーリングで登 

場したが，でニメ 

では夜空に抽える 

白でまとめている。 

第50話► 
けんさ： あかくろ 

原作でも赤と黒の 

第12話 
よつせい せなか 

妖精をイメージした背中の 

羽と，バレリーナのような 

短いスカートがキュート 

第23話 
歌を封印！;ると寺のコ 

スチューム。帽子と胸もと 

の音符がアクセントになつ 

ている。( 





さく含のi中鈿のifレスは， 
に基本のラインを決めてから，数 
ターンを考えました。そして， 

浅香監督から「ここは生かしましよ 
う。」「ここは捨てましよう。」と 
いったアドバイスをもらい，作り 
あげていきましたね。 

▲劇場版2 
げきちWげき し. … 

劇中劇のお姫さまのドレス与何パターンか 
あった。&カートがひざ上丈とひざ下丈の 
もの，羽毛のような(3、わふわしたふちどり 
のもの，し、ずれも背中の羽は共通しているい 

MEM 
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初期設定l 
イ < —ジカラー(Diitで統一し 
た赛服には，小狼のシンポル 

の月があしらってある 

制服姿の少狼。強空とラ 

：7にISく髪が，小狼の表情を 

作りだしている。 

小狼の式服のアイディアは，最初 
からスルツとイメージが出てきま 
した.（笑)。カラーリングに関して 
は，緑がブメージカラーだという 
ことで，剣も帽子も式服系はほと 
んど緑で統一しています。 
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广 
げき’-よラばん 

劇場版2 / 
げきち♦うげき おうじ 

劇中劇の王子さま 
1» \i-> こ あか:丁ぃ 

の衣装は濃ぃ赤系 
の色づかい。この h 

りり純、姿でさく 
らと共演した。 

t 

小娓の私服姿いつにな 
く多かった『劇場版2 i。 
Gんなスポーティーな私 
服もあった。 

◄ M纖2 

ワンポイントの月のマークは，本編では 
せなか 1‘ね ふ.;.r 

そでと背中のみ。胸の部分は省略された。 





小狼は，桃矢や雪兎と違って子ど 
もfcfので，いろんな服が着せられ 
て楽しかったです（笑）。小狼の 
私服は，ワンボイY卜でマークが 
入っているものが多いですね。シ 
ンプル;:dけど，それっぽく見える 
ものを着せています。 に落ちてしまう。その後. 

濡れた服をこのTシャツ 
に着替えた。 

■■ 
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f行機に乗ときJこ 
_ていたお出かけ#。 

M考おお5ケープが 

お!iさまっぽい。 

A 劇場版2 

なでしこ祭で歌旁披露したぐ 

きのドレス。背中で結んだ長 

いリボンがかわいらしい。 

劇場版1 
リけ か 

李袤で借りたチヤイ 

ナ k%、H 

すその花模様と髪飾 

りがピンクになって 

し、る0 

初期設定 
釋yい笑顔が多い 
知世。最初から最 

後まで一貫して穏 

户かなイメージを 

侯っていた。 

げき！：ようばん 

◄劇場版2 
さくらの家にいるときの八 

:fウェストのワンピース。 

白で清楚にまとめていた。 

初期設定を見ても，却世ちゃんは 
驚くほどイメー ジが変わpてない 
です（.笑）。その贫，主役のさく 
らが成長して，大人っぽ^■変わっ 
ていったのでしよう。知世专，小 
狼くん以上にいろんな服を着せる 
ことができました。 



wmu 
■■■mi 

第15話► 
豢出したグ□をMしにいっ 
たと幸にiていた。スカー 

卜の重なり.あ.ラすそが女の 

宇らしさを強調。 

1% 

0i 

第15#> 
嵐の日に着;^いたレイン \ テ □一卜は.胸もとの羽の 

飾りがさくらとおそろい/ 

になつてし)る。 \ \ レ 
\ tf 

\ \ iア 

fj 

第15話 
知世には珍しい.赤いタイ 

と力ーキ色の5ニスカート 

の，活動的なスタイル。 

◄第23話 
おんがくしつ 冷うれぃ で き 

育楽声!こ幽霊が出ると聞いてv 
夜の学校に沒った服。着 

物のような胸もとに特徴がある。 

m 

/m 

: 

r' 

m 

k 

d 

第18話 
M祭りに由かけたと 
きcpゆかたは，黄色 

の地に淡い.ピンクの 

ナデシコの花を散ら 

した 

ずm 
{A 

第24話► 
さくらの家に遊びI,こきた 

ときの服。金体を茶系で 

統一した，秋にぴったり 

なスタイル。 

◄第20話 
あか 

赤いタイとプリーツスカー 

卜がガーリッ,シュな衣装 

は，さくらを撮影するとき 

に着ていた。 

■通 



◄第40話 
ふう うわぎ 

チ^イナ®の上着に， 

知世には珍しいパン 
なが かA 

ツルック。長い髪は 

編みこんでいる。 

為 

観 
◄第31話 
髪飾りとおそろいの 

ポンポンつきのマフ 

ラーがかわいい，冬 

のスタ.イル。色はパ 

ステル_。 

第24話 
バルーンスカートとベレー帽 

が印.彝的なスタイル。残念な 
% 

がら本編には t登場せず。 

4 /^rr^n / \) a 

コートとブーツはおそ 

令いで，チャイナ風の 

留め具とラインがアク 

セント。 

◄第48話 
雨に立专むかうさ 

くらを撮影したと 

幸のスタイル。朱 

色のがトスカ- 

卜が大人っぽい。し 

◄第37話 
はなみ で 

みんなでお花見に出かけ 

たときのスタイル。髪^) 

リポンとジヤケットは明 

るいオレンジ色。 
第37話► 

[■声』のせいで寅が出な 

くなり，-で休んでい 

ると穿li：tていた，う 

すい黄色のネグリジェ。 

し、 
H9 
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第47話〜第70話 
のエンディング 

さくらとケーキ#りをし 

ているときのエプロンド 

レスは.さくらよDドレッ 
シーな感じ。 

◄第62話 
初辱rの薄物,本編で 

1$霉物の柄捽花びらに 

変更し.，g型にもアレ 

ンジが加えられた。 

第55話► 
議の胃(pアリス. 

の世界で，知世は八ンプ 

ティダンプティに。衣装 

の色はオレンジ系。 

，さくら』では，デザインしたけど 
本編に登場しなかったものがたく 
さんあります。テレビアニメ第 
15話のと孝句:どは，「風が吹いて 
めくれる可能性がある。」というこ 
とで，邦単のレインコートのなか 
の服も設定しました。 

第66話► 
星條高校？?文供琴に行っ 

たときの服。帽子をうま ，あほおにたらした 
髪が大人っぽい。 

■通 



▲初期設定1 Ml 
くっきりしたまゆ，短い丈の式服… 

.孝りりとしたなかにもキュートな 

表情がのぞく苺鈴。 

初期設定2 

本編では出てこなかったヘア 

スfイル。おだんごをほどく 

と少し大人っぽくなる。 

夜，マラソン©釋習 

をするときに着用。 

スカートタイプのデ 
ザインも用意された。 

初期設定3 

ギャグiiの表tifcfgc 
設定されていた。喜怒哀 

楽がはつきりしているの 

ち苺鈴の特徴。 

アニメにだけ登場したキヤラク 
$ —です。前髪や目のあたりに 
特徴を持rこせてかいています。 
かわいい性格の女の矛な(Dて;， 
テレビアニメの第42話で魔女缉 
を演じるときも，かわいい魔女 
になるようにかきました。 

■埋 



劇場版2 ► 
日本にたばかg 
のと矗ていた菔 

は,至餚<9ワンポィ 
ントが特徴。 

劇場版ケ□ちゃんに 
おまかせ！ 
本-には登場しないが，辱 

_のチャイナテイストの私 

服も，設定にはあった。 

■删 



副でシンデレラを_じたと<きのドレス。そ 

れにしても，違和感のある；iみあわせ…。 

_ 

▲第55詰 
T7リスの世界に出てくる 

帽无屋のスタイル。緑色 

最初のころか、!5あまり変わってな 
いですね。原作の連華,に入る前に， 
ミニキャラ，ギャグ顔かいてい 
ます。私服はたいていTシャツと 
パンツという感只。窣わっている 
衣装といえば，劇で着たシンデレ 
ラのドレスでしようか（笑)。 

▲第6藷 
私服はTシャツにジー 
ンズが多い。,ダイニン 

グで新聞を読んでいる 

ときのスタイル。 

ワイルトなイメージの桃矢。 

ギャグ顔には初めから，か 

なりくずした表情もあった。 

第54話 
子ども時代の桃考。10歳く 

らいの設定で，回想シーン 

に插字とともに登場する。 

第18話 
夏祭りにはゆかた_で。 

オンエアではふじ色に 

色づけされ，しまもよ 

つは入ってし)なし、。 

で統一した衣装だった。V. 



♦劇場アI |冰用♦ 



初期設定► 
謹螽は制服のブンザーのポ 

タンもきちんと^めている。 

メガネはふちなしタイプ。ノ 

◄第67話 
冬の月峰袖社のお祭 

りに出かけたときの 

:;一fは，背中にも 
留め具がついている。 

◄第3話 
ゆきと しふく 

雪兎は私服でもきちんと 
いんLよう おお 

した印象のものが多い。 

かぱ^Uも革製でフォーマ 
ルなgじ。 

雪兎って初期設定では，ふつうの 
お兄ちゃんですよね（笑)。メガネ 
をかけているのは最初から決まっ 
ていました。『劇場版ケロ〜」の野 
球のユニフォーム姿は，一瞬しか 
出てこないので，それが雪兎かど 
うかよくわかりません（笑)。 

第18話 
a祭りのゆ.かたは， 

トンポの巧。.涼レ 

げな薄い草色の配 

色だった。 

第55話► 
さくらがまぎれこんだ 

せかい ゆきと 

アyスの世界で，.雪兎 

は名前どおりの白うさ 

ぎになっていた。 

づ第14話 
シンデレ3の劇には 

せかサバ缶で登場。 

バ笛の饊何赛意味 

るかは永遠の謎…。 



小狼の家孓着ていた 

チヤが％ k)か 
にも大人の男の人ら 

しいデザイン。 

劇場版ケ□ちゃんに 
おまかせ 
野球のユニフォーム。これ 

でパッターボックスに立つ 

姿が一瞬だけ登場する。 

— 



$くらのデートを尾 

荇し位と芎9サング 
ラス姿。知世とおそ 
ろいになつている。 

▼第47話〜第70話のエンディング（ケロ） 
お菓子作りのときのエプロン姿。エプロンの胸のマーク 
は自分のシルエツト？ 

▲第55話（ケルべロス） 
アリスの世界では*gに择;D 
ていたケロ。ハート形の首飾 
りがゴージャスだ。 

大きくなった亡きと，小さいとき 
でギャップが出るように，デザイ 
ンレました。ケルべ□スは，初期 
設定をかいたときから，ほとんど 
イメージが変わっていませんね。 

▲初期設定（ケルべロス） 
ほんらい す允 きんいろ 

本来の孥のケルべロス。金色の 
瞳で，額と胸には赤い球体が輝 
いている。 

初期設定（ケロ）► 
小さ狂ゴ了粒のような目で喜 
怒哀楽を出し;^る？やっぱり 
にこやかな表情が多い。 





◄初期設定1 
ク□ウを胃識して作られた:f 

L 'H才M㈣。ァマしではft 
中の魔法陣はなく，無地。 

— 

1 1 I 11 I.J ITT 
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初期設定2 

優しい笑顔と，鋭し.） 
まなざしの2つの表 
をあjfcl.せ持つ。どち 
らも静的なイメージ。 

シルエツトはチヤイナ服q 
ようだ々Vえりとそでの飾 
りが英国調になっている。 

劇場版ケ□ちゃんに 
おまかせ！ 
エリオルの私服のなかでは珍 
しい夏服。ごくシンプルなア 
イテムでまとめている。 

◄劇場版2 

育ちのよさそうな感じで，しかも 
メガネくんっていうことで。彼は， 
さいしよ おもて うら ひようじょろ 

最初から表と裏の表情があると決 
まっていたんで，2パターンかい 
ています。式服もクロウの#は 

ちょっと違う，でもちょっと共通 
したテイストを入れました。 



1坩坩 

セーターとネクタイ 
を合わせてフオー7 

ルに着こなす。良家 
の子息といった感じ。 

◄第62話 
お5月は月峰神社の 
存手伝い。与の紋の 
入った袴.を着て，お 
みくじを売っていた。 

▲第57話 
ブレザーgはエリオルの萣蕃ス 
タイル。_ _のエンブレムとふち 
どりが個性的なデザインだ。 

♦テレtpIrA 用♦ 

■■ 



劇場版2(奈久留） 
ブラウスはfjちあわせ 
とししゆうがチャイナ 

を合わせている。 



▼初期設定（スピネル） 
黒ヒヨウのような本来の姿に戻っ; 

ても，スッピーのときのコイル状 
のしっぽはそのまま。 

□8D8DI 

▲初期設定（スツピー）2 

コイル扶に薺いたしっぽ^;,.逆 
さカマボコ形（？）の目が特徴の 
スッピー。 

うちの2匹の猫が，それぞれヶロ 
とスッビーのモデルです。うちの 
猫はしっぽが折れているんです 
が，スッピーとスピネルではコイ 
ル状にしてみました。 

▼初期設定（スッピー）1 
it I . I . k. / ■ k -r 

し、9も冷静なスッピー。感情的な表情は, 

原作版には登場しなかった。 



◄ ^26IS 
刼M逼のシーンでは 
サングラスをかけ， 
ミステyアスな人物 
としてi見れた。 

f ◄第33話 
スケートが得意 

初ゆは大人の女性，しかもオヤジ 
が入ってる,ということで，ちよつ 
とキツい感じでかいたんですけ 
ど，いざ連載が始まったら，ポヤ 
ポヤさんでしたね（笑)。 

の女性といった感じ。 

◄劇場版2► 
エリオルたちギリス 
にいるときの服装降.2 

つの赛のなかから選ばれ 
た。採用になったのは長 

ぃフkァーネ衣一ぐの1f 
う（左）。上着の留め具 
がエリオルとおそろいに 
なつている。 

とい$設.军で;_ 

この姿で氷の上 
をスイスイ滑つ 
ていた。 

V 

◄第44話 
弓道大会の会場にやって 
きたと穿のワンピース。 
えりの形に特徴がある。 

し~~一 

だい わ 
第38話► 

学f交行事のいちご狩り 
に同行するということ 
で ,動きやすいパンツ 
スタイル。 

♦Ihutア 11*用♦ 

♦劇場PI 1*用♦ 

■fiM 
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初期設定2 

にi斧AM 
piがある。こ装は 
コミックスの巻頭べ一 
ジでちおなじみ。 

▲初期設定1 
おだせいかく 

穏やか_性格のクロ 
ウは.静かにほほえ 
(uでし)ることが多い。 
襲と目童は漆黒。 

初期設定3 
2のマン！:;を脱いだところ。 
7ントの下にもまた背中に魔 
法陣が 

コスチューム 

G メではマント， 
法陣驾ァyンジし，太 

>陽と月を合わせたもの 
にしてある。 

原作ではあまり登場しませんが,, 
串て<るとニコニコ笑ってる,,愉 
快なA句:んですね。，7ントを脱ぐ 
と,，背中にこんな模様があるとい 
う設定もかきました。 

TM 



▲劇場版ケ□ちゃん 
におまかせ 

山崎くんもk、つし本1f. 
〈タコヤキ事件〉に遭遇し 
たときのファッション。 

TCT 
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第25話► 
型は制服っぽいが， 
ベストはピンクで 
スカートはワイン 
色と，スイートに 
まとめている。 

◄第63話 
室内プールでは，ひ 
：<ネックで茶色を基 
，にした:fc人っぽい 
水着を着ていた。 

燊-子は文挈少女なんで,,，おとな 
しそうでかわいいつて感じです 
ね。そのわりにはへんな子なんで 
すけど（笑)。 

第37話► 
コー:卜風の上着 
の胸もとにタイ 
をして,フォー 
マルに着こなし 
ている。 

第18話 
がら 

ゆかたはワニの柄！ 
M祭盛9奔が 
社の参道を千春と並ん 
で歩いていた。 

◄劇場版ケロちゃん 
におまかせ！ 
千春と街を歩いていると 

ふくキつ ちはる ふく おう 

きの服装。千春の服と王 
冠のマークがおそろいに 
なつている。 

山崎くんは身長も高くて，大人び 
Tいる感じです。初期設苐の_を 
開けているのは，なんか違う人み 
たいですね（笑)。 

2£ 

▲第42話 
if* I, 

シンデレラのでは王 
妃を演じた。女の人の 
やく いわかん 

役でもあまり違和感が 
ないのはなぜ…？ 

◄ _34話 
クイズラリーに参加した.とき 

沿-城力，色。千春の 
上着の緑色と合っていた。 

初期雩定 
いつもpが〈線〉になって 

やま〇 せつてぃ 

いる山崎くん。この設定は 
珍しいパッチリ目の笑顔。 

MSM 
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第12話 
なつば ゆう.ン•じ ふくそう しろ 

夏場の夕食0夸の服装。白 
いシャツに胃いグレーの 

:チノパンが涼しげ。 

お正月の初詣での 
ときの装い。スー「 
ツもコートも才 

藤隆にしてはラスなスタ 
イル。シ|ツの下にハイ 
ネックを着ている。 

第16話 
ひしよちべつそうい 

避暑地の別荘に行つたときの 
スタイル。fこでもやっぱり 
エプロンは必需品。 

メガ‘辛をかけて優しそうで，大学 
の先生だということで，ぶ,のよラ 
な感じになりました。，厚作が始 
まってからどんどん若返りまし 
たよね（笑）。 

♦原作用♦ 

■【麵 



M◄初期設定 
□ング，T7が^:)^ガ 

ghな印赛。藤隆と 
結婚した後はモデル 
をしていたとい5。 

►第54話 
势矢といつし^にオルガンを 
弾いていた回想シ：-ン。ェプ 
ロンドレスもよく似合う。 

/~^~s 

フワフワの髪の毛で，さくらちゃ 
んに似ているというイメージは最 
初かS味まっていました。撫子さ 
んは豪華な,衣装で登場するので， 
かいていて楽しかったです（笑)。 

◄第16話 
子どものときのp定。本 
編では，前髪を少し©ろ 
して，よりさくらに似る 
ようにアレンジされた。 

初詣では，山吹色のコー 
卜に黒いインナーとバッ 

グというコントラストの 
きいた着こなしで。 

◄第16話 
夏にさんらたちが 
別荘を訪れた際， 
リ,ビングに飾られ 
た撫子の写真。 

第16話► 
夏に別荘を訪れた 
ときのスタイル。 
オフでちかっちり 
したファッション 
が碎み。 

髪型は以前，メンバーが実際にし 
ていたものです。服もタイトなも 
のが多くて，全体にスマートなイ 
メージです。 

◄第54話 
冬場,は，穴エス 
卜を細く絞った 
デザインのコー 
卜にブーツを合 
わせている。 

◄初期設定 
おちちゃ会社夸経f 
し，いつも仕事に忙 
しい園美。スーツと 
ハイヒールが似合う。 

MSM 
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劇場版1►，八 

香㈣に住ん部る小麫l\ 
お母さん。髪ifりゃ咨赛 '1 1 

年つぃ^:ぃる糊かぃ装身 1 

具は，1|)きの多いアニメ [ 

で1气靜切の穿,難h U 
く “轉の製作に入る前H 
に簡略化された。 

小狼くんのお母さんは「じつはお 
父さんなん^す。」と言し)たくな 
るぐらい凛々しい人で，男らしい 
ですよね（笑)。 

◄劇場版1 
三女•黄i。ドレスはイエ□— 

をベースに，えりと袖に黒を 
きかせたカラーリング。 

劇場版1► 
年鞞が小狼にいちばん近 
い四女.畔梅。4人叫 

かでは，顔つきが幼く設 
定されている。 

妖怪っぽく vとい,うことで；メ人そ 
れぞ打の年齢に応じて小悪魔っぽ 
いお姉さんたちにしてみました。 

有 

巧 
顔 

劇場版1 

次女ぅ•し雪花“ョ-ねポ 
ブ©後房だけ長< 

した，奇抜なヘアスタイ 
ルにしている。 

iwi t-j I 

nn rrrrrn 

資s料： 

WiM 
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幼めに何パタr,淡の案を出k 
すダ，最終的反はやや年 

齢設定が低いものを使うことに 
なりました。 ._. 

劇場版1 
魔導土のキャラクターは，ほかに 
ちこんなノ V°ターンが考名られてし） 
技。ィメ了ジの元は天女や弁財 
天？ 当初はずいぶんセクシーな 
魔導士案があったことがわかる。 

綱賒11 

ク□怒.叫骰に生訂ぃ钱 
いう設定の魔導士は，衣装も時代 
がかつている。 

なィメ—怨㈤、も候補難つ 
ていた。髪習も，衣装も，決定-と 
はま2.たふ摩うイメージだ。年齢も 
やや幼く設定してある。 

初めに女の子っぽいものとボー 
イツシユ/なも0の2つを出して， 
浅香監督の意見を聞き，しあげ 
ました。 

『無』の力ードは封印されると 
『希望！のカードになる。これは 
それを意識してかかれたもの。 

最初に.J■無Jの候補としてきた案。 
初めに考えられたのはかなり幼いイメー 

ジ择っ銶で匕、表情があ？:1想し、。後か 
ら少し年齢を引きあげて微調整した。 

■tiu 



偉望（第43話） 
小_とS鈴の幼少時代の_ 

想シーンに登揭する，香港 
にいたころの偉。 

雨宮真嬉► 
ひしよち べつそう かれ じぶん { 
避暑地の別荘で,彼が自分 ■W の曾祖父だとは知らない 
さくらと.初めて出会った。 

スーツに黒い蝶タイ， 

背筋をピンと伸ばして 
い,るよろすは，いかに 
ち執事といった風貌。 

◄草野球の選手 
(劇場版ケ□ちゃん 
におまかせ！） 

... 

里f球のシーンで登場する， 
ゆ5と た•いせんあいて 

雪兎たちの対戦相手のユニ 
い〇 *か しろ 

フオーム。色は赤と白。 

ともえだUがつこう かていか 

友枝小学校の家庭科 
の先生。さくらたち 
にケーキの作り方夸 
教えるシーンで登場。 

偉さんは&浅香監督から「小狼に 
お付きのAを。」$言われて，作り 
孝U/i:q出番は少ないtのの，友 
枝小学校の先生たち方f人か設寅 
耷書いています。『劇場坪1,』の鳥 
童子の人間タイプは，本編には出 
7：きませんが，それにアレ;/ジ夸 
加えたも05がテレビアニメ版の第 
話に登場する『双』の精霊の 

原形となりました。 

♦Ihutア 11*用♦ 

げきじよう よう 

♦劇場アニメ用♦ 



鏡』の力一;ド 
(第61言舎) 

クリスマスに桃矢 
からプレゼントさp 

たリポンを髪に結 
んでし)るバージヨン 
の「鏡』。 

かり あん ほんべん 

これは仮デザイン案。本編では 
けん ほそみ 

剣が細身になっていて,それに鎖 

香港にやってきたさく 
らを魔-土のもとへと 
導く。本精(こは，鳥夕 
イプのみが登場した。' 二 

クロウカードのあり 
かを—こ使ゎ 
pる羅針盤。色は風 
水にもとづいている。 

M FFFff 
0明 S 5 8 S 

♦敷1¥?厢4 

♦Ihutアニ*用♦ 



色はブルー系( た。 

交のリュック 
(慮IJ場版1) 
ハート形の!Jュックでレ羽がつ 
いている。香j巷の街を観光して 
いるときに背負っていた。 

とも汽だ遊園のマーク 
(劇場版幻 

とも馘關のV愈#わ 
ク。園内にある時計の文字盤 
などに使われていた。 

羽をあしらつた小物/^よく出てく 
るのは，『さくら』の世界にそうい 
うブランドがある<!：いう設定だか 
らなんですね。主冠のマークのブ 
ランドもたまIこ育場します。また， 
r劇場版1』の髪飾りなどは，アニメ 
として動かしやすいようにスタッフ 
の方がアレンジしてくださいまし 
た。 

▼小狼のカバン（第52話） 
火き良が字校へ持ってき.;:Cカバン。 
全体はSいグy—>。楱のライン 
と手提げの部分は黒。 

さくらの腕時計▼ 
(第36詰） 

ゆきと たん;:iうびつ-' しんMi 

_兎から誕生日&進級のお 
祝いとしてプレゼ；/卜さ 
れ矣もの。針が羽 
の形になっている。 

◄さくらの卜一卜 
バック(第32話) 

替のせいで体がケ 
□と入れかわった小狼 
を,，この!-一 トバッグ 
に入れて学校へ。 

◄さくらのI-一 f 

バッグ（第67話） 
$狼にプレゼントする手 
編みのマフラーを.この 
バッグのなかに入れてい 

さぐらのおさいふ 
(第27藷) 

全体がピンク系のgp 

おさいふは，月峰神社 
にやつて彦たときに， 
さくらが持っていた。 

雪兎の時計（第55話） 
ふしぎぐ： ほん 

::不思議の国のアリスjの本の 
世界f登場した雪兎が持って 
いた時計。羽がついている。 

星條高校のエンブレム^ 
桃矢，雪兎の通う星輝尋校(D 

;ンブレム。制服の上着.体 
操着，ネクタイなどについて 
いた0 

魔導土の髪飾り（劇場版1) 
クロウ.リードg興導士にプレゼン 

卜した髪飾り。魔導士はずっと身に 
つけていた。 

◄さくらの髪飾り（劇場版1) 
香港の街を観光中，さ$らが雪兎に 
買ってもら.つたもの。本編とはやや 
デザインが異なる。 通信用機器 

11美が経営する3?もちゃ 
会社の製品で，知世から 
さくらにプレゼントされ 
たちの。 

UliM 



キヤラクターS場面 

emiHUiiiiS 

キャラクターが成長していく過程を，コミックのハイ 

ライトシーンとともにプレイバック。名場面，名台詞 

のかずかずを，たつぶりとお楽しみください。 



さくらが家にあった古い本を開くと， 

ス（ケロ）がilれた。ケ□はさく5のなかに秘められた魔力を見ぬ 

き，魔法の鍵を与える。ケ□の呪文で封印解除された鍵は，杖に形 

を変えた。「杖をとるんや!!」ケ□の言葉に従い，さくらは杖を手に 

する。それが，〈力ードキヤプターさくら〉の誕生の瞬間だった。 

らいた 一^起*身A 
はた °方？こに 
空；のしでしつ 
導5はか 'たけ 
行ぃ小$しず事して 
き狼ミ' つ件2い 
qだ小iともき 
ハつ狼；胸£解5 ' 
$たがに決ミ月5 
斧と香r秘ひしに 
垣*気*港纟め 'よ 
いづにてクる 

く衝'き□最 
は。るたゥ後 
9. a.と雪？.の 
な本？聞*兎とu審;; 

:。をいへ丨判て 
Miてのドも 
れ '想？ I：•無ぶ 
る自1■いも事1^ 
小J分文は劣jク 
狼Jが' 6リ 
に本;?つ丘ァ 
想t当？いし^す 
いにに^る 
をいかI ° 
伝ミちな^さ 
えばう&ら 
よんこ&に 
うだと方工 
t t Iよ g U 

■D 才 思？な 
さつか；^ル 
くてつ\の 

ヶf友t 
□叾枝j 

に3町I 

り据けむ 
なを小き 

\ 〇 

2力元て 
g I気' 
2ドで 
やキ明； 

Hしる、 
|*T 〇 
めへろ 
て© m 

!峰 
bこ7^ 
ちと^5 
'にE どなか' 
んつ 
どたヶ 
ん°ル 
魔*初1ごべ 
力:‘め□ 
をはス 

月峰神社のお祭りで，あ 

こがれの雪兎と2人っき 

Dになったさくら。蛍の 

ような淡い光の『灯』に 

てらされ，いいムード。 

そして，それは夢で見た 

光景でもあった。 

月による最後の審判を迎え，さくらは大苦戦。しかし，ここで 

カードの主として認められないと，〈この世の災い〉が現実のも 

のとなってしまう。災いを起こすまいとがんばるさくらを，観 

月先生は，クロウの作った鈴を手渡して応援する。すると，杖 

学芸会の劇『眠れる森の美女』で，さくらは王子さ 
やく えん おうじ いしよう み つつ 

ま役を演じることになった。王子の衣装に身を包ん 
は すがた ともよ 

ださくらのりりしい晴れ姿に，知世もうつとりする。 

劇を上演している最中，会場が突然，闇に包まれ 

た。1人ぼっちになってしまい，一度は不安にお 

ちいるさくらだが，「なんとかなるよ。絶対だい 

じょうぶだよ。」というi葉とともに笑顔と光を 

取りもどす。 





肝試しのM 

串に，『M』 

のカードが Iみんなをi 

してしまつ 

た。泣きじゃ 

くるさくら 

にボMは， 

「落ちつけばちゃんとわかるはずだ。」と声をかけて励ます。 

頼りがいのある小狼の人柄が，かいま見えるシーン。 
L_ 

r 
りんかいがつこうよるはまべ ゆきと あ 

臨海学校の夜，浜辺でさくらが「雪兎さんに会うと，は 
い きシヤオラン 

にゃ一んつてなつちゃう。」と言うのを聞き，小狼は 
ほんしんう つよ 

「おれもそうだけど。」と本心を打ちあける。いつもは強 
きシヤオランゆきと かん# おもまか 

気の小狼も,雪兎のことを考えるときは思わず真っ赤に。 

クロウ•リードの血を弓Iくという小狼は，クロウカードを探すため 

に，香港から友枝小学校に転入してきた。初めはクロウカードを持つ 

ているさくらをライバル視し，さくらが魔法を使うようすを見て 

「その程度の力でカード集めは無理。」と言いきる。 

自分が好きな人は雪兎 

のはずなのに，さくら 

のことが気になつてし 

かたない小狼。そんな 

小狼の混乱を月は，「雪 

兎から感じる魔力のせ 

い。」と説明する。そ 

れを聞いた小狼は，自 

分の！^当の気持ちに気 

づいてゆく。 

なにもの まほう シUラン か6だ Jやつ 

何者かが魔法で小狼の体を操る！ 

れた小狼。自分 

の意思とは関係 

なく，剣を持った 

手が勝手に動い 

てしまろ。そん 

な危機も，さくら 

が『剣』で糸を 

切りはらって.よ 
かいけつ 

うやく解決した。 

さく5を激励 

クロウ.リ—ドの血縁にあたり' 東洋風の魔法を操る。クロウカ—ドを探す 

ために' 香港から日本にやつてきた。友枝小学校に転入したばかりのころは' 

さくらにクロウカ—ドを渡すように迫つたりと、けつして友好的ではなかつ 

た。しかし、さくらの他人を思いやる/l>iに影響されて、少しずつ優しい表情 

を見せるように変わつていく。雪兎には初めて会つたときにI目惚れしてし 

まい、会うたび赤くなつていたが' 月に「それは雪兎のなかの月の魔力にひ 

かれるせい。」と、真相を聞かされる。それがきつかけとなり、小狼は' いつ 

しかさくらに想いを寄せている自分に気がついた。そんなとき香港に帰るこ 

とが決まり、小狼はさくらに想いをぎ白する。 



さくらと力を合わせて， 

エuオルのしかけたHi 

禅をiりこぇrご」、狼。一 

iはさ<らへの告$苦思 

いとどまったが，告白し 

たほろがいいとすすめる 

知世のアドバイスを聞 

き，：^しずつ気持ちが変 

化していく。香港へ帰る 
ひもくぜん いま 

日を目前にして，今まで 

ずっと言えずに胸に秘め 

てきた想いを，ついにさ 

くらに告白する。 



さくらはクロウ 

カードをもとに 

して，自力でさ 

くら力ードを生 

みだした。今後 

の八トルにはそ 

の力ードを使つ 

て挑むことにな 

る。そんなさくらの勇姿を想像し，知世は「すばら 
おおよろこ 

しいですわ一9」と大喜び。 

「やっぱり柊沢くんはお優しい方でしたのね。」と，知 

世はエリオルがさくらを苦しめようとしたのではない 

と知っていた。魔力こそない知世だが，さくらや小狼 

ちわからな 

かったエ1J 
ほんしん 

オルの本心 

をいち早く 

見ぬいてい 

たのである。 

「さくらちゃんがくださっ 

たものならシャープペン 
しん いつしようお 

シルの芯でも一生折らず 
たいせつ ほかん 

に大切に保管しますわ 

Q」とまで言いきる知世。 

ホワイトデーにさくらか 

らもらったプレゼントを 

ぎゅっと抱きしめ，笑顔 

をiせる。 

ずっとさくらを見守り，助けてきた知世。いつも自分 
かん# ゆきと 

よりさくらのことをいちばんに考えている。雪兎への 
こくはくう いちど ut： なが 
告白が受けいれられず，一度は涙を流したさくらを， 
おお こころ やさ つつ 

大きな心で優しく包む。 

愈 感激のホワイトデ— 糸 さく5の幸せを願う だいどう じ とも よ 

2#1 
さくらのクラスメ—卜で親友。さくらの大フアンでもあり、自 

分の作つたかわいいコスチュ—ムを着たさくらの活躍ぶりをビ 

デオに納めるのを生きがい(？)にしている。いつも穏やかなほ 

ほえみを絶やさず、さくらをはじめとする周囲の人々を見守つ 

ている。エリオルがさくらに対して温かい気持ちを持つている 

ことにも、いち早く気がついていた。小狼のさくらへの想いを 

見ぬいてアドバイスをしたりと、優しく大きな心の持ち主。 

，せつ たからもの 

知世の大切な宝物 
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るため外へ 

&かけてい 

く。その^ 

『鎗』は，さ 

くらの姿で 

留守番をし 

ていた。身代わり役の『鏡』を見て，桃矢はさくらで 

はないと気づくが，優しく接する。 

さくらの姿をよそおった『鏡』に，落としものをしたと聞かされた 
とうや ミラ- い UH さが あやま がけ お 

桃矢。『鏡』の言うとおりに林のなかを捜すうち，誤って崖から落ち 
おお お あいて き 

てしまう。だが，大けがを負い，相手がさくらではないと気づいて 
とうや ミラ-のぞ とうや たいど 

もなお，桃矢は『鏡』の望みをきこうとする。そんな桃矢の態度に 

接した『鏡』は，「ごめんなさい。」という言葉とともに封印された。 

小狼がさくらにカード 

を渡すように迫ってい 

るのを見て，桃矢は思 

わず「うちの妹に何し 

てやがる！」と飛びだ 

していく。さりげなさ 

をよそおいつつち，し、 

つもさくらのことを気 

にかけている。 

ほに 

純 
思！っ 
いて 
のさ 
兄‘ミく 

5ら 
|を 
I守I 
る。っ 

て 
や 

て 
ほ 
し 
し、 

\ 

と 
月i 
に 
念2 
を 
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てりし〗に 
しなたは 
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し消•力！気" 
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たれ譲？を 
めぱつ感t 
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譲？のた 
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い— 
る2 〇費ひ 

ほ用f 
かを 
の稼3 
人？ぐ 

桃矢には， 

他人に見え 

ないものが 

見えたりす 

るふしぎな 

力がある。 

さくらが夜な夜なカードキャブターの役目を果たしてい 

ることも，ケ□が本当はぬいぐるみではないことも，す 

ベてお見通しのようだ。 

ふ 
し 
ぎ 
な 
力■ 

月が魔力を失いつつあるとき，月の仮の姿である雪兎も 

また，存在が危うくなっていた。そんな雪兎に向かって 

桃矢は「おれはおまえがいなくなるのはいやだ。」と告げ 

る。しかし，その言葉の持つ本当の意味に，雪兎はまだ 

はっきりとは気づいていない。そのことがさらに月を， 

そして雪兎をも追いこんでゆく…。 の 
気き 
づ 
か 
い 
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〈黄金の瞳の最強の守護獣〉であるはずのケロ。 

しかし，仮の 

姿を小狼に「ぬ 

いぐるみ」と言 

われてしまつ 

たことにプン 

プン。失礼な， 

と言わんばか 
シtオラン ゆび 

りに小狼の指 

にかみついた！ 

しんけん ひようじよう よなか さいほう 

真剣な表情で夜中まで裁縫をし 

ているさくらに，ケ□は自分な 

りの思いやりをみせる。「わいが 

できることやつたら，なんでも 

するさかいな。」と。そんなケロ 

の言葉に，さくらもにっこり。 

さくらの力が強く 

なっていくにつれ， 

ケ□が考えこむこと 

が多くなってぎた。 

観月先生とも対面 

し，クロウカード集 

めについて話しこん 

でいたらしい。2人 

の間でかわされた 

〈月〉という言葉ち謎 

に包まれたままだ。 

「〈審判〉はちろすぐ 

やで。」このとぎ，さ 

くらち小狼もまだ知 

らない〈最後の審判〉 

を思い，ケ□は…。 

古い本のなかから「こにやにやちは一！」と現れたケロ。それま 
ほん ねむ まnく めざ 

で本のなかで眠っていたケ□は，さくらの魔力によって目覚めた。 
ほん まも ふういん Hも® おおさかべん 

そして「わいはこの本を守っている〈封印の獣〉や！」と大阪弁 
じこしょうかい im はじ 

で自己紹介し，クロウカードにまつわるふしぎな話を始める。 

学芸会の劇で 

王子さまをさ 

くら，お姫さま 

を小狼が演じ 

ることになつた 

と聞き，「なん 

じゃそりゃ一!!!」 

と思わず突つ 

こみ。 

■IM 

る。 

クロウカ—ドを守る封印の獣.ケルべロスの仮の姿。桃矢 

や雪兎の前ではぬいぐるみのふりをしているが' 隠しとお 

せているかどうかは定かでない。昔' 大阪で暮らしたこと 

があるせいで大阪弁になつたと言い' お好み焼きならモダ 

ン焼き、という関西人らしい(？)こだわりを見せる。お 

菓子も大好きで' 知世の家を；^れたときにI人だけケ—キ 

が食べられず泣き叫んだことも。I方で、クロウカードを 

とりまく状況を把握し' さくらを導くシリアスなI面もあ 



エリオルの魔法に立ちむかうさ 

くらを助けるため，一度は杖の 

なかに取りこまれたケルべ□ス 

と月。2人の助けが功を奏し，さ 

くらは最後の事件を解決する。 

魔法が解けて再び姿を現した2人 

に「ありがと…！」と，感極ま 

るさくら。ケルべロスは「礼言 

5ことなんかない。わいらとさ 

くらは〈なかよ:し〉なんやから。」 

と笑顔を見せる。 

は 

か 
よ 

さくらの前に，遠い過去の光景 

が広がる。そこに現れたケルべ 

□スは，生涯の終わりを迎えよ 

うとしているクロウに向かっ 

て，ri当にへんな奴だけど…お 

れにとってはいい主だったぞ 

…。」と語りかけていた。 

4 

取りもどし 

たケルべ口 

スは，さ< 

らを背に乗 

せ空を飛ぶ 

ことちでぎ 

る。そうして蕞备のクロウカード『地』を封_するさ 

くらを助けることは，ケルべロスの願いでもあった。 

クロウ.リードの 

定めた〈この世の 

災い〉とは，いち 

ばん好きな人の 

記憶がなくなっ 

てしまうこと。つ 

らい気持ちを抑 

えながらケルべ 

ロスはそれを説 

餡する。 

たいよう mr卜 ぞくせい 

太陽をシンポルとするケルべロスにとって，『火』は属性力ードに 
77イアリ- ふういん まりよく え 

あたる。そのため，さくらが『火』を封印すると，魔力を得たケ 
ほんらい すがた と 

ルべロスは本来の姿を取りもどすことができた。ところが，その 
すがた み い 

姿を見たさくらに「あなた…だれ？」と言われてコケる。 

5霣1 
ケ□の本来の姿。初めのうち' 仮の姿だけを見せていたが、さくら 

が『火』の力—ドを封印したことで魔办を得て、本来の姿を取りも 

どした。〈黄金の瞳を持つ最強の守護獣〉の名にふさわしい容姿で 

はあるが' 姿は変わつても性格はケロのときと変わらず、話す言葉 

よ わざわ 

〈この世の災い〉とは？ 

ももちろん大阪弁のままである。過去にクロウ•リ—ドに仕えてい 

たときは' いつも本来の姿のままで行動していたが' さくらが主と 

なつてからはふだんは仮の姿で過ごしている。 



手作りのクマのぬ 

いぐるみを渡すた 

め，さくらは雪兎 
いえ おとず 

の家を訪れる。ケ 

□と知世が陰から 

見守るなか，ぬい 

ぐるみを受けとつ 

た雪兎は，「ありが 

とう。大切にする 

ね。」とうれしそう。 

さくらとの恋愛が成就することはなかったが，それで 

も雪兎のさくらへの優しさは変わりはしない。小狼が 

香港へ帰ると知ってうつむくさくらを，「大好きな人に 

会えないのは本当につらいこと。」と思いやり，そして 

ぉ^ぃが 

会いたい 

とMって 
いればま 

た4える， 

とほほえ 

みかける。 

そんなS 
堯のMし 
さにさく /^t^\ とて 

さいご アーシ-ふういん きうしな 

さくらが最後のクロウカード『地』を封印すると，気を失ったまま 

の雪兎の体が，ふわりと苗に浮きあがった！そして背後にはク 
まほうじん し!♦つげん ゆきと かか 

□ウの魔法陣が出現する。雪兎とクロウとの関わりとは？ ケロ 
かん つよ まりよ < みなもと 

が感じていた強い魔力の源はだれだったのか？ さくらのあこが 
ひとゆきと し ひみつ あ 

れの人•雪兎の，それまでだれも知らなかつた秘密が明かされる。 

Iし 

事件に巻きこまれて池に 

落ちたさくらを助け，自 

宅で看病。池のなかでお 

母さんに会ったというさ 

くらに，雪兎は「もしお 

母さんなら…さくらちゃ 

んを危ない目に遭わせた 

りするかな。」と。その言 

葉が，事件の解決に結び 

ついた0 

詞 事じ 
m 
を 
解?: 
決な 

m 
< 

f- f- t- たいりようt~ 

食べる，食べる，とにかく食べる…。いつも大量の食べ 
もの とう!;よう ゆきと ほそ か6だ にあ おうせい 

物とともに登場する雪兎。細い体に似合わない旺盛な 
Iよくよく とうや すうばい りよう か5 たい 

食欲で，桃矢の数倍の量を軽く平らげてしまう。それ 

★ さくらからの贈りもの 古 変わらなS優しさ つき しろ ゆき 

n 
高校I年生のときに桃矢のいる星條高校へと転校して 

きた。ふんわりした性格で' まわりの空気をやわらげ 

るふしぎな人物。初めのぅち、さくらや桃矢に対して 

は敵意を感じていrc小狼も' 雪兎にだけは好意を持つ 

ていたほど。I見、ふつぅの高校生なのだが、じつは 

カードの守護者.月の仮の麥である。だが' 雪兎は月 

になつているときのことを覚えていないため' 長い間、 

自分のなかの月の存在には気がついていなかつた。 



返しでもあった。 

背か、i彳きの審判を行pひ 

ために轟した-縫は鐘 

しいちのだった。しか 

しさくらは，〈この世 

の災い〉を起こさない 

ために，がんばってそ 
の しんぱん 

れを乗りこえる。審判 

が終わり，月はさくら 
あら あil： 

を新たなカードの主と 

して認めた。 

どんどん魔力を失い,雪兎もろとも消えかかっていた月。 
じぶん にんげん し ゆきと 

自分が人間ではないことを知られたくないという雪兎の 
きも とうや ユエ たいめん 

気持ちが，それまで桃矢と月を対面させなかった。しか 

し，隠さなくていい，という桃矢の言葉に誘われるよう 

に，月がついに姿を現す。そんな月と雪兎を助けるため， 
とうやう も ちから わた 

桃矢は生まれつき持っていた力を渡すのだった。 

ケルべロスの対になる存在として' クロウ.リ—ドが創りだし 

た力—ドの守昏者。仮の姿は雪兎だが' 人格は雪兎と別。その 

ため札は雪兎のときの記！iを持つているが、雪兎は自分のなか 

に月がいることを長い間知らなかつた。しかし、雪兎のことが 

奶きだと思いこんでいた小狼に対し、本当に想う人を気づかせ 

るなど、雪兎がさくらに対してしたのと同じような行動をとる 

こともある。ほのぼのとした雪兎とクールな月、似ていないよ 

うでじつは似ている？ 



iものとされ，子ど 

もが食べてはいけ 

8, なかったと言う。 

熱がぁるにも，:はみんなは 

ず，さく^f牛解決■だが，エリオルは 
のために夜の町へ。ェ罄■ _する。ェリォ 

リ£ル1？そんなさく?っ，■ルとKL4 

の？1こ手をぁて1“熱 ぅとし、ぅ紐な続が■した。 
を取りのぞく。魔法を I 

リオルはそんなさく 
ひたい て 

の額に手をあてて， 

を取りのぞく。魔法を 
つか しれん 

使ってさくらに試練を 
あた いつぼう 

与える一方で，さくら 
たす やさ みまも 

を助け，優しく見守る 

そのわけは…？ 

さ 
の 
意ぃ 

味み 

M 
予知夢にしたがって東京タワーにやってきたさくら。 

それを待ちうけていたのは，なんとエリオルだった。 

やがて，エリオルがクロウ•リードの生まれ変わり 

だったことが知らされる。ルビーとスピネルも真の 

姿を現した。エリオルはさくらたちを東京タワーに 

藤隆に力を譲っ 

てしまったため 

に，エリオルに 

は未来を予知す 

る力はなくなっ 

てしまった。だ 

が，歌帆とエリ 

オルの気持ちが 

通じあっている 

ことは確か。 

イギリスから友枝小学校に転校してきたエリオルに，さくらはふしぎな優 

しさを感じる。初めて会った気がしないとさくらが言うと，「生まれる前 

に会っているのかもしれない。」と，エリオルは意味深な返事をする。 山崎が，昔，チョ 

コレートは危ない 

t -vj _> - C H • J/- / IV 

意外な交友関係 Iざわ 

爨看纛磨 
イギリスからやつてきた転校生として'さくらの前に登場した。 

紳士的な態度でさくらに接し' 一時は小狼をやきもきさせたこ 

ともある。エリオルは、じつはクロウ•リ—ドの生まれ変わり 

で' ルビ—とスピネルをWえて、友枝町に次々と事件を起こし 

ていく。はじめは、なぜそぅするのかがわからなかつたが' さ 

くらを真の力—ドの主として成長させるために' わざと事件を 

起こしていたといぅことが、やがてわかつてくる。 



ムと桃专 
Iし矢ゃ 
ンての 
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スピネル.サンは、ルビ—とともにエリオルによつて創られた。ふだんはケ□と 

同じく小さな子猫のよぅなスッビ—の姿で過ごしている。元気でにぎやかなル 

ビ—とは対照的に'話す口調はク—ルそのもので'いつも冷静な表情を崩さない。 



丰iのこんなiしいッッコミち，わ 

かりあえている2人だからこそ？ 

お店で剣の形のブローチを買つ 

た利佳は，それを胸につけてさ 

くらの家へ。すると『剣』の力一 

ドが利佳を操り，手もとの剣を 

さくらのほうへ向けさせる。 5： 

千春は，長くつきあってきた山 

崎への幼なじみ以上の気持ちを 

「やっぱり好きだし，ずっといっ 

しょIこし、fr■しVIと語る„ 

MEM 

r 

利佳に教わって作ったクマのぬいぐるみを，千春は山崎にプレゼント。それに千春の名ま y 
えをつければ，両想いのおまじないになることを説明しようとする。しかし，すかさず山 J 
崎にKすあま〉にしよう！」と言われ，プッツン。 

学芸会『眠れる森の美女』で，妖精の») 

?益をMじる如I。琴.筅笙Iこ，备i® ら 

ドレスが「よく似合うな。」とほめら孓I 
れて…。 

ぬいぐるみも器用に作りあげ，寺 
だせんせい 

わかりあえてる二人 

^1 

きようPつと 

出来あがったの 

さくらのクラスメ—卜。お菓子作りやお裁縫が得意。さくらや小狼がぬいぐる さくらのクラスメ—卜で山崎とは幼なじみ。よくいつしよにいて' ウソかホ 

みを作るようになつたのも' 利佳が学校でぬいぐるみを作つていたのがきつ ントかわからない山崎の話を、あるときは止めに入り、あるときは聞きなが 

かけだつた。みんなにはないしよで寺田先生とおつきあいしている。 し…とうまくコント□1ルしている。なんだかんだ言つても山崎となかよし。 



す 
あ 
ま 

つきみねじんじや まも じゆけん れんあい がんか 

月峰神社のお守りが，受験や恋愛の願掛 

けにご利益があるという評判も真つ先 

にチェック。奈緒子からそれを聞いたみ 
つきみねじんじや 

んなは.こぞって月峰神社へ。 

臨海学校にやってき 

た日の夜，「こんな話 

知ってる？」と奈緒 

子が話しはじめた。 

それは肝試しで，洞 

窟のなかの祠をめざ 

した人たちが，だれ 

も帰ってこないとい 

う話だった。みんな 

はこわがるが，本人 

だけは目をキラキラ。 

やなぎさわ な お 

ii 
.... • ノ':.4y やまざき たか し 

さくらのクラスメ —卜で' おばけやUFOのようなふしぎなものが大好き。 

怪談を話したりするときは、こわがるさくらと正反対に' うれしそうな表情 

になる。さくら、千春と同じチアリ—デイング部に所属している。 

さくらのクラスの学級委員。r〇〇つていうのはね…。」から始まる' ホント 

のようなゥソのようなふしぎな話で、みんなの注目と疑惑のまなざしをI身 

に_めている。千春とは幼なじみでよくいつしよにいる。 



才た月？ 
ル。峰S 
にm 
出で後ご社^ 
会*のの 
い審;:神t 
A判？主？ 

g | m 

■S9 

さくらの予知 
む *6わ 

夢に現れたク 

□ウは，亡く 

なる前に月と 

ケルべロスを 
ほん ねむ 

本のなかで眠 

らせてから， 

最後の魔術を 

癌った。 

肩 

欲しかったのは「この世でいちばん強 

い魔術師ではない自分。」と，エリオ 
ことば ほんしん 

ルの言葉をとおしてクロウの本心が 
あき たれい まりよく 

明らかになる。魂と魔力をエリオル 
ふじたか わ «U' 

と藤隆に分けたことで，クロウの魂は 

みを 

に入 

れる〇 

新しくカードの主となったさく 
まえ あらわ ゆめ 

らの前に，クロウが現れた。夢 
げんじつ くうかん すがた 

とも現実ともつかない空間に姿 
あらわ 

を現し，「これから〈わたし〉がご 
めいわく おも 

迷惑をおかけすると思いますけ 
はな 

れど…。」と，さくらに話しかける。 

らこ偉。 
れな大5 
るしな 
のて魔* 

はし、術号 
'た師。 
魔*0で 
がす、 
がでク 

そに口 
れ亡*ウ 

S く力 
けなI 
強！っド 

かての 
Pい生ぅ 

Sるみ 
只が® 
y 、親？ 
5 m 1 

m m 
f ^ m m 
2：でと 

Sそ西こ 5の洋ミ 
る。気けの 
配じ魔$ 

が術き 
たの 

び両i 
た方ミ 
びを 
mim 
じし、 



利佳の前では，いちだ 

んと優しくなる寺田先 

生。利佳へのクリスマ 

スプレゼントには指輪 
上うい みせ ひと 

を用意した。お店の人 

には〈婚約指輪〉と伝 

えて買ったとい5。 

臨海学校の肝試しでは，おばけの 

役を引きうけた。寺田先生の迫真 

の演技（？）に，通りかかったさ 

くらはびっくり。 

，ぉばけの 
せんせいはくしん 騰_ 

先生の迫真 v A 
かかったさ|tI 

試念 

長い時間を経て，クロウ•リー 
tiu> う か 

ドは二つの魂に生まれ変わった。 

1人はエリオルで，もう1人はな 

んと藤隆だった。藤隆はクロウ 

の記憶と魔力を受けつがなかっ 

たため，今まではその事実を知 

ることはなかった。しかし，エ 

Uオルが魔力の¥分を譲り渡し 

さくらのクラスの担任の先生。明るい好青年で' みんなにとってのよき先生 さくらの優しいお父さん。大学で考古学を教えている。料理も裁縫も上手で、 

であるとともに、利佳にとっては特別な存在。ときどき利佳とデ—卜してい 藤隆の作るお菓モはさくらの大好物。先生になりたてのころに、高校生の撫 

ることは' みんなにはないしよにしている。 子と結婚した。肉親がいないためか、生いたちには謎が多い。 



会社の会議を終えてから知世の運動会に 

やってきた園美は，ボディーガードを提 

え，華やかに登場！ 

ひいおじいさんに手作りのバレンタ 

インのチヨコレートを届けたいとい 

うさくら。その望みをかなえるため， 

園美は藤隆に呼びだされるのだった。 

クロウの魔力を 

分け与えられた 

藤隆は，亡き撫 

字の姿が見える 

ようになった。 
何年もの間をは 

さいかい 

さんでの_会 

に，撫子は「ま 

た会えて本当に 

うれしいわ。」 

とほほえむ。 

さくらが送った手紙がきっかけで，疎遠 

になっていた撫子の祖父と，藤隆が和解 

する。そのようすを撫子は天から見届け 

て，喜んでいた。 

園美は高校生時代，藤隆の教え子 

だったため，藤隆のことを木之本 
せんせい よ 4でし 

先生と呼ぶ。かわいがっていた撫 
こ けつこん き ふじたか 

子とあっさり結婚を決めた藤隆に 

会うと，「わたしはあなたをぜ一っ 
ゆる いか 

たいに許しませんからね！」と怒 
ほのお 

りの炎をメラメラ。 

I 

藤隆との出会いは撫子が高校生 
じめん お ことり す 

のころ。地面に落ちた小鳥を巣に 
き のぼ 

かえしてあげようと木に登った 
なHこ あし 

撫子が，足をすべらせたところを 
ふじたか からだ は う 

藤隆が体を張って受けとめた。 

塞: 

JC IV Ja IV L JA Jc IV i IV 

最愛の藤隆と再会 

さくらのお母さん。十六歳のときに藤隆と結婚し、さくらが三歳のときに他 

界した。園美によれば、さくらととてもよく似ているそう。桃矢には、とき 

どき地上にさくらたちのようすを見にきている撫子の姿が見えるらしい。 

の み 

i#— 
知世のお母さん。おもちゃ会社の社長を務めているため、仕事はとても忙し 

い。さくらのお母さんの撫子とはいとこどうしで、小さなころからずつとな 

かよしだつた。知世と同じくさくらの大フアン。 

■料:■ 
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「なかよし」のふろくや全員サービス用グッズなど， 

原作版のイラストを使用した膨大なアイテムの中か 

げんさくばん かん 

原作版関連グッズ 

ICIA 

主要なものを選りすぐってご紹介します。 



机まわりを楽しくしてくれる，さくらグッズがズラリ！ 

新学期スタート時にあわせた豪華なセットから， 

数種類のノート，下じき…ブックマーカーといった小物まで。 

さまざまなバリエーションを取りそろえ，ご紹介します。 

スクールノート 

Has 

麵 

〇全）1997年 
4 • 5月号連続企画 
なかよしクラブステーシヨナリー（ペンケース/ 

シャープペン/けしゴム/定規/スタンプ/クリップ） 

■■■ 

達雜 
t 

m 
。全）1998年4月号 

カラフルステーシヨナ 
リーセツト（バニテイべ 
ンケース/野菜けしゴム4種 
類/プリテイシャープペンシル/スケルトンケース） 

〇全）1999年5月号 
さくらちやんカラ 
フルペンセツ 
(ペンケース/ 

カラーペン10苯）糧 

〈ケース〉 

■fc觀 

—- = = 

全)i全員サ—ビス読)i読者プレゼントふ)—ふろく 

F 



m 

〇ふ）1998年2月号 
'98オールスター 

なかよし手帳 

〈うしろ〉 

1998 I 

ALL STAR 

NAKAYOSI 

DIARY 

〈まえ〉 

〇ふ) 2000年2月芎 
オールスターミレニアムなかよし手帳 

_ぜん ねんがつごう て％よう 
〇全）1999年4月号システム手帳 

〇ふ）1998年11月号 
さくらちやんファイルケース 

ねんがつごう ねん がつごう 
〇ふ）1999年3月号 〇ふ）1998年10月号 

さくらSともよマグネット さくらちゃんブックマーカー 

1^ ステ—シ 

131 



手紙を-くほうも，mられるほうも，こんなにかわいい 

イラストが入ったレターセットやポストカードだったらいっそううれしい。 

そして，遊び心にあふれたシールのかずかず。 

いろいろなさくらちゃんの表情も要チェックです。 

a 

『您^罗^レタ—セツト&,シ—ル 



〇ふ）1998年1月号 
オールスターボストカードカレンダー 

〇ふ）1999年1月号 
•99なかよしスーノてーカレンダー 

〇ふ) 2〇〇〇年1月号 
オールスター2000年なかよし 
カレンダー 

MOM TU( WtO THU FIN SAT $VN MON TIX W{0 THU ftl &AI iUN MON TUC WID 

〇111111111111mu 
L — Mmmmmmm 

.■ t r■:•n-'-r. 

〇ふ）1997挙1月号 
'97オールスターなかよしカレンダー 

お部屋の壁にかけて毎日さくらちゃんの笑顔が楽しめるポスター， 

さくらちゃんのイラストが載った月が待ち遠しい「なかよし」ふろくのカレンダー。 

連載開始から，その年ごとのさくらちゃんの成長ぶりもうかがえます。 

アンド 

^ポスタ—&tカレンダ— 



E3团 QB 

Tシャツやうで時計，ウォレットなど， 

外出時に活躍してくれるグッズを集めました。 

夏休みシーズンにあわせた，イラストを贅沢にあしらったおでかけセツトなど。 

小さなものにもしつかりとさくらちやんがかかれています。 

，黨 

〇全）1996年7月号 

サマーTシャツ 

〇読）1997年6月号 

なかよしサマー 

Tシヤヅ 

BE30QQQ 

着 
CARfnh>TOR 

SAKURA 

〇全）1999年2 • 3月号 
れんぞくきかく 

連続企画 

ポシエツト型ウオレツト 

〇全）2000年4.5月号 
れんぞくきかく 

連続企画 

さくらちゃんの 
V -ウェイ 
2 wayウオレツト 

〇全）1997年7月号 

フルーツfeの夏つコ 

セット（カラフルクリ 

アバツグ/八ンドタ 

オル/なかよしコー 

ム/フラワーキーホ 

ルダー） 

〈うしろ〉 
ぜん ねんがつごう 

〇全) 2000年7月号 

さくらのさわやかサマーセツト（シー 

スルーバッグ/ピカピカミニタオル/ 

ケ□ちゃんスポンジ/歯ブラシ） 

〇筌)1996筚9 •1 

ウキウキおべんとセット（土階だて 

ランチポツク;X/おはし/はしケー 

ス/おべんと袋/ランチベルト） 

〇全）1998年7月号 

さくらちゃんのウキウキ 

おでかけセツト（カラフル 

ポーチ/タオル八ンカチ/ 

クリア歯ブラシ/コンパク 

トミラー/ミニポトル） 

SQHiDiK 

I 

〇全）1998年5月号 

さくらちやん 

トライアング 

ルウォッチ 

〇全）1999年 

12龍 
ケ□ちゃん 

ウオツチ 

〇全）1996年12月号 

なかよしキッズj 

ラで备鼾 

■E9 



m 

応募者全員サービスの対象グッズになることが多かつたバッグ類。 

集めてみたらこんなにたくさんありました。 

「なかよし」ふろくのプール用バッグやペーパーバッグも種類豊富です。 

|?kurr * 

NAKAYosi 

^ バッグ1i 
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ケ□ちゃんの饋をかたどったチヨコ！^や，もったいなくて磋えそうもないスト□一。 

「さくらカード編」の放映スタート時に作られた「なかよし」特製のスッピー人形など， 

おもしろグッズをまとめてご紹介します。 

〈なか〉 

〇ふ）1997年8月号 

チェリツシュストロー 

〈ふくろ〉 

〇ふ）1998年8月号占いコースター 

〇読）1997年10月号〜1998年 
がつごうねん がつごう 

5月号St 1999年12月号 

さくらちやんバンダナ 

どく ねん がつごう 
〇読）1998年11月号 

にんSiう 
スッピー人形 

CLAMP 

〇全）1997年9 •10月号特別企画 

なかよしプレミアムテレホンカード 

〈うしろ〉 

〇ふ）1998年3月号 〈まえ〉 

フローラルテイツシユ 

■E9 



卜 -1- 
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コミックスやイラスト集などに応募券がついていたプレゼント用テレカと， 

イベント会場でおみやげとして配付されたグッズをあわせてご_芥。 

なかでもかきおろしイラストをMつた§バッジはさくらフアンをとても_ばせました。 

CLAMP CLAMP CLAMP CLAMP CLAMP CLAMP 
ケーシーデラックスだいかん ケーシーデラックスだいかん ケーシーデラックスだいかん ケーシーデラックスだいかん ケーシーデラックスだいかん _ケーシーデラックスだいかん 

OKCDX第1卷 OKCDX第2卷 OKCDX第3卷 〇 K C D X第4巻 OKCDX第5卷 OKCDX第6巻 

CLAMP CLAMP 、clamp 

okcB'xiyi okcdx" ii2i 〇イラスト輋 ©イラスト* 

し印フレフレy 

參イベント入場者プレゼント 

〇トレーデイング 〇トレーデイング 

力ード カード 

クロウカード編 さくらカード編 

〇さくらフェステイバル2000 

おみやげ袋 

〇ドリーム7—ルド展 

おみやげ袋 

〇さくらフェステイバル2000 
かん 

缶パッジ 

ri 

OTHERS 
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ImE： 
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ポ拏笙を串芯としたファンiを署Mしての諸ぞろえはMiです。 

〇'98なかよし•さくらフェステイパル¥じき 

■ liM 



〇さくらフェステイパル2000卞じき 

〇「劇;場版封印された力ード」限定お絵かきセツト付き前売り券 
お絵かきセツト 

〇さくらフェステイパル2000 
した 

下じき 
〇さくらフェステイバル2000 

クリアファイル 

〇東京キャラクターシヨ ー2000 

クリアファイル 

峰麯 
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コレクシヨンしたいテレカのかずかず。 

テレホンカードセツト 

〇'98なかよし•さくらフェス 
テイノ0レテレホンカード 

〇'98なかよし•さくらフェス 
テイバルテレホンカード 

〇'98なかよし•さくらフェス 
テイパJレテレホンカード 

〇'98なかよし•さくらフェス 
ティバルテレホンカード 



〇東京ゲームシヨ ー200011 

メモリアルテレカ 
m be togcthfr forever...” 

〇ドリームワールド展 
テレホンカード 

〈おちて〉 



そのほかで人気の高かった商品などをまとめてご紹介。 

〇'97なかよし• Amie 

フェステイバル 

ランチボックス 

〇_98なかよし•さくらフェステイパリレ 

八ンカチタオル 

〈まえ〉 

OKキャラクターズ特大バスタオル 

〇東京ゲームシヨ ー2000秋 

ケロ &スッピー携帯ストラップ 

〇東京キヤラクターシヨ ー2000 

スタンドポップ 
〇さくらフェスティバル2000 

携帯ストラップ（ケース付き） 

〇東京キャラクターショー2000ビンズ 
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『さくら』のすべてをふりかえる総決算インタビニ 

CLAMP自らが語る『さくら』への饈いやこだわり， 

はじめて明かされるエピソードが満載です。 



大川さんは新ii載で去少女もの〉に挑鉍しようとSi 

いくつかの候補から選ばれたというケ□ちゃん 

とのように誕生していつたのですか？ 

大川：『魔法騎士レィアース」の主人 

公は中学生だったんですけど、今度は 

「なかよし」の読者にいちばん多い小学 

四_五•六年生くらいのtの子が主A1 

公の話にしようということと、その年 

齢の女の子たちから見て「あんなふ、っ 

になれたらいいな。」と思ってもらえる 

ような女の子にしようと考えたのが、 

いちばん最初ですね。ただそれだけ 

だといいS-味でも悪い*'味でも 

CLAMPっぽくなくなってしま、っ 

ので(笑)、,人かは過去のCLAIMP 

作品っぽさのあるキヤラクタ1を入れ 

ようということも考えました。知世ちや 

んとかケロちやんとかが、そうですね。 

そ-っすると、まず、さくらが誕生し 

たということになるわけですが、どんな 

女の子にしよ•っと考えたのですか？ 

大川：運動神経はいいんだけど、勉強は 

ふつうの子(笑)。で、優しい子にしよう、 

と0 

ほかのメンバ—とは、どの段階から 

打ちあわせを始めたんですか？ 

もこな：実際にかくときですね。 

大川：*=本的にデザィンを起こすとき 

以外には相談をしないので、わたしが 

そのキヤラクタ^~について考えをまと 

めて、それを説明しながら打ちあわせ 

してキヤラクタ1デザインに起こして 

〈あんなふうになれたら〉と、 
思ってもらえるような女の子に 

『力—ドキヤプタ—さ<ら』(以下 

『さくら』)という作品をいちばん最初に 

思いついたのは？ 

大川：『さくら』の前に「なかよし」で連 

載していた『魔法騎士レイアース』とい 

う作品がMf終lilf近くなったときに、当 

時から現缶までずっとお世話になって 

いる担当編集者の山之内さんから、「次 

も連載をお願いしたい。」というお話を 

いただきまして。『魔法騎Lt:レイアース』 

がそれまでの「なかよし」になかった夕 

イプの作品をやろうと思って始めたも 

のだったので、次は「なかよし」らしい 

ものをやろうと考えたのが、まず最初 

です。「魔法少女ものをやってみたい。」 

とすぐ考えたんですが、実際のところ、 

わたしは〈魔法少女もの〉のアニメを 

よく知らなくて。でも、そうしたもの 

にあこがれる女の子の気持ちはわかる 

ので、挑戦してみよう、と。 

スト—リ—やキヤラクタ—は、 

もらうという感じですね。 

もこな"細かいところまで大川のほうで 

決めてあるんですょ。体型や髪の長さは 

もちろん、もつと細かいところまでわた 

しがきくときには決まつているんです。 

じやあ、猫井さんがケロちやんを 

デザインするときも…。 

大川：同じですね。〈魔法少女〉につき 

もののマスコツト的キャラクタ丨がほ 

しいということで。でも、こちらは最初 

から猫型と決まつていたわけではない 

です。 

猫井：いくつかパターンを出しました 

ね。犬とか、リスとか。 

1取初に決まりを作ります。 
〈線を細くする〉 

<0り目はかかない〉などなど… 

『力—ドキャプタ—さ<ら』の始まりから終わリまで， 
すべてをふりかえる撳決算インタビュ—をここに大公開。 

龌筅卜—クを交え00dLAMPメンバー四人が『さくら』 
への*1:いを語つた二睞間。初公開エヒソIドも満載！ 
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では、キヤラクタ—ごとに誕生に 

まつわるHピソ—ドを教えてください。 

まずは知世ちゃん。 

大川：魔法を使えるという秘密を知っ 

ていて、そのことを相談したりできる 

お友だちがほしかったので。あと知世 

がさくらの衣装を用意することになっ 

たのは、主人公が毎！i変身しなきゃい 

けないという〈魔法ダ女〉のお跋束も 

いいんですが、その衣装をお友だちが 

用惫してくれるというのがやってみた 

かったので。 

では、雪兎さん。 

大川：雪兎さんは「クロウカード編」の 

ラストのために用意されたキヤラという 

のが一つありますね。あとは主人公があ 

こがれるお5a;さん。こ、っいうぽや^~っと 

したキヤラクタ1は、意外とclamp 

では、めずらしいかもしれませんね。 

桃矢お兄ちやん。 

大川：お兄ちゃんは、うちにはわりあい 

いるキヤラです。口は悪いんだけど、実 

際は優しいとか(笑)。 

-小狼くん。 

大川：小狼もそうかもしれません。 

c LAMPがかく男の了キャラクタ^~~ 

にはよくみられるタィプですね(笑)。 

今度はキャラクタ—デザインの方向 

から誕生秘話などを教えてください。 

もこな：さくらを最初にデザィンした 

ときは、もっと元気というか、おてんば 

で暴れんぼうな女の子をわたしがィメー 

ジしてしまって、実際に恨品が你まって 

からのさくらとは違う感じのデザィンに 

なつていると思います。 

五十嵐：この本には、その最初のデザィ 

ンが掲載されているんですよね。連載が 

亂始されたときには今のデザィンになっ 

ているので、〈幻の初期デザィン〉といっ 

たキャプションがつくんでしようか(笑)。 

もこな：全体的な絵に関するポィントと 

して最初の打ちあわせで昏われたのが 

「!!■を細くする。」ことと、「つり目をか 

かない。」ことでした。〈つり目〉という 

のは、たとえば『X』の神威みたいな 

目のことですね(笑)。ああいう直線を 

使わずに、1本敗に曲線だけで表乳して 

ほしいという指示でした。 

大川：f^''品の世界亂を紀一するために、 

最初にそういう決まりを作っておくん 

です。これはほかの作品でも同じです。 

そうしないと並行して複数の作品を手 

掛けているので、どうしても似てきて 

しまうことがあるんです。 

もこな：「まつげをバサバサつけるな。一 
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とも一言われました。『聖伝』なんかでやつて 

いたようなやつですね(笑)。 

本邕に斷かいところまで资めておく 

んですね。そうすると背景や卜—ン処理 

にも決まりがありそうですが？ 

大川：『さくら』は柔らかいィメージ 

の作品にしたかつたので、「ベタは多用 

しないで。」ということは言いました。 

そのせいで最初のころは「白い。’抜 

きだ。」と読者の方に一一B'われていまし 

たが(笑)。トーン処理は「ふわつと、 

かわいい感じで。」と猫井にお願いし 

ました。 

猫井：でも〈かわいい感じ〉をずいぶん 

やっていなかったので…。 

五十嵐：〈お花〉でも苦労しました(笑)。 

猫井：使えるお花を探すのにも苦労し 

ました。事典を見て、使えそうなお花を 

，一生懸命ピックアップして(笑)。あとは 

一つの話のなかで同じ花を何度も使い 

回さないようにするので苦労しました。 

£'十嵐：これほど花をかいた作品もな 

かったですね(笑)。 

猫井：絵にかいてかわいい花って、意 

外とないんですよ。 

印象深い花ってありますか？ 

猫并：ひまわりってかくと画面があほっ 

ぽくなって(笑)、たしか一冋くらいしか 

使ってない。あと男の子のバックにも花 

をかかなきやいけないときがあるんだけ 

ど、そういうのがいちばん困りました。 

バラはかきたくないしなあ一とか(笑)。 

MVrM 



もこなさんはかいている表情と同じ顔になるとか 

ほかにキャラクタ—デザインで、 

こんなことまで指定されていたと記憶し 

ていることがありますか？ 

もこな：雪兎と藤隆お父さんを似た感じ 

にしておいてほしいと一一aわれていまし 

たね。 

大川：それはあとでストーリーに関係 

してくることだつたので。 

もこな：ずつとあとになつて、「ああ、 

だから低せるょぅにH'つてたんだ。」と 

わかりました。 

大川：わたしは最初に日取終回までのス 

卜'~リ-~を決めてしまぅんですけど、 

ほかのメンバーにはそれを教えないん 

ですよ。毎回、その回の原作だけ渡す 

ようにしているので。 

そうすると月なども、本当にその 

時点でデザインしたわけですね？ 

もこな：月が登場するli]fの、前の月く 

らいにデザィンしたと思います。 

さくらをかわいくかく秘訣は… 
なんと〈お祈り〉と〈気合い>!? 

さくらをかわいくかく秘訣というの 

はありますか？ 

もこな：お祈りです(笑)。 

—? 

もこな：(笑)。ですから、かく前に 

「かわいいさくらちやんがかけますよ、つ 

に。」つて、おrr:,りするんです(笑)。 

大川：わたしも「おもしろい原作が書 

けますよぅに。」つてお祈りを(笑)。 

五十嵐"「きれいにトーンが胳れますよ 

うに。」(笑) 

猫井：「締め切りにきちんと間にあい 

ますように。」(笑) 

本当にやるんですか!? 

猫井：いや、マジですよ。みんなでお 

折りするんです(笑)。でも、かわいく 

かくのは気合いだよね？ 

もこな：気合いです。かわいい絵もかっ 

こいい絵も気合いです。わたしが「眠 

いなあ一。」と思いながらかいてると、さ 

くらちやんの目も遠くなっていってし 

まぅので(笑)。 

五十嵐：満面笑顔のさくらちやんをかい 

ているときは、もこなの表情もニコッ 

としています(笑)。 

猫井：だいたいの絵かきさんはそぅだと 

思いますよ。わたしも笑ってる表情のとき 

は笑ってる表情、泣いてる表情のときは泣 

いてる表情に近くなっていると思います。 

原作を書くときはどうですか？ 

大川：いいえ、全炊 1(笑)。 

もこな：まあ、いたつてクール(笑)。 

大川：すごくシリアスな話を書いてい 

るときでも、それに引っぱられたりはあ 

りませんね。 

シリアスな話を書いていると、自分 

の気持ちも落ちこんでい<、作家さんも 

いますけど、そうい•っことは…。 

大川：いいえ、全然(笑)。ただ、1 取也は 

さすがに集中力が以前ほどなくなって 

きて、月に他本も仕事があると気持ちの 

切りかえも必要になるので、BGMを 

かえてA動的に気持ちを持っていくよ 

うなことはあります。 

『さくら』の場合は？ 

大川：〈女性ポップスかわいい声系> 

が多かったですね。原由子さんの『少女 

時代』といぅ曲があるんですが、あれを 

聴くとすぐ初亦|時代の気持ちになってし 

まいます。甘酸っぱい気持ちに(笑)。 

だいたい、そんな感じの曲を聴いていま 

したね。 

もこなさんは決まったBGMとかは 

あるんですか？ 

もこな：『さくら』のコンテをやるときは、 

テレビアニメ版『さくら』のBGM集を 

聴いていましたね。 

大JII;:わたし、それができないんです 

よ。『さくら』のBGMが流れてくると、 

アニメモードの気分になってしまって。 

仕事部屋はそれぞれ分かれているん 

ですか？ 

五十嵐：いえ、いっしょです。十字形に 

机を並べてみんな中央を向いているよ 

ぅな形ですね。 

1BGMは全員共通になってしまうん 

ですか7 

大川：わたしのところにステレオがあ 

るので、仕事場で流すなら、それをつけ 

ないといけないんですけど、それぞれへッ 

ドホンがあるので、ィヤな人は自分の好 

きな曲をヘッドホンで聴いているとき 

もあります。あとコンテだけは <シべリ 

ア〉と呼ばれている別の部屋があるの 

で、そこにこもってやっています。 

もこな：寒いんですよ(笑)。 

原作はどこで書くんですか？ 

大川：みんなといっしょの仕事部屋で 



おおかわ がくせいいわかん lilt 

大川さんはさくらの中学生姿に違和感を覚えた 
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あつたんだな一と思いました。 

終了してから、nミツクスは読み 

かえしました？ 

もこな：まだです(笑)。さすがに二年 

間くらいたたないと、W衝の你品のよ 

うに落ちついて手に取ることはできな 

いですね(笑)。 

作中の名セリフや決めゼリフは、 

どんなふうに考えるのですか？ 

大川：どうなんでしよう(笑)。 

猫井：大阪んだからですよ(笑)。大1 

人はみんな〈座右の銘〉を持っています 

から(笑)。 

大川：(笑)。『さくら』を書く前に日取初 

に、〈根拠のない自信〉のマンガを書 

きたいなと思つていたんですよ。うま 

くいかないと思つていたら結果もそ、つ 

なつてしまいがちだし、ときには根拠 

す。パソコンがそこにしかないので。 

そうすると楽しそうな部屋のなか 

でシリアスな原作を書いていたりする 

わけですね？ 

大川：そぅです(笑)。 

〈マイノリティに圓しぃ主ん公〉 
を描こうと最初に話しました 

『さくら』をふりかえつてみて、 

いちばんM:い出深いシ—ンを教えて 

ください。 

もこな：わたしは知世ちやんがじつは 

さくらちやんのことを…つてわかつた 

体#祭のときのシーン、ですね。それ 

までは知世ちやんは桃矢お兄ちゃんの 

ことが好きらしい感じで描かれていた 

んですけど、じつは違つて…というの 

を、わたしもコンテを切るために原作を 

もらって初めて知ったので。あれはす 

ごくびっくりしたし、大川がそういう 

つもりで書いていたのか、というのが 

わかって目からゥロコが落ちた状態で 

したね。 

£'十嵐：どうもわたしは魔法陣をいっ 

ぱい貼ったとか、衣装のトーンをいっ 

ぱい貼ったとかしか思いだせなくてダ 

メです(笑)。 

猫井：わたしは忘れられないのは、見 

開きで町をかいたことです(笑)。 

I邴：ああ—(笑)。 

大川：印象深いのは、自允で決めとい 

てなんですけど、中学生になったさく 

らちやんの髪の毛からてっぺんのはね 

た髪の毛がなくなつたこと(笑)。すご 

い違和感あつたんですよ。さくらちや 

んのアイデンテイテイーはあそこにも 

があとでついてきてもいいんじゃない 

かと。「信じて頑張ればうまくいく。」と 

いうマンガを書きたかったんです。ただ、 

「絶対、だいじょうぶだょ。」というさ 

くらのセリフは、最初から書こうと決 

めていたわけではないんです。書いて 

いくうちに、自然に出てきたものです 

ね。CLA'MP7の作品は、一部を除いて 

「主人公の言っていることが、その作 

品が一一iいたいこと。」なので、さくらが 

それを言ったということは、この作品 

で一一a'いたかったことはそれだったと 

いうことですね。 

『さくら』を読むと元気になる、 

パワ—をもらえる、といった反応をよ 

く耳にしますよね。 

大川：そうだとしたら、うれしいですね。 

『さ<ら』を誘んでいて、知世の 

さくらへの想いや、雪兎と桃矢の関係 

といった、通i吊の虱女軋の恋愛とは違 

•つ形のものを、じつに自然に描いてい 

たところが印象的だつたのですが、作 

者としてはど•つだつたんでしよ-つか？ 
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i又で生活している小狼を素直に!*iするさくら 

桃矢と雪兎のはMなる青？それとも… 

らうというのは難しいとは思いました 

が、でもさくらちやんの姿を見て、何 

かを感じてくれたらいいな、と。たと 

えば片親がいない4'に対してどうい、っ 

ふうに思うかとか、海外からの転校生 

にどう接するかというようなことを、 

自然にさくらの姿から学んでいてくれ 

たらうれしいな、と思いました。 

/JV1蒯が圯齓のifi:ぃ畀の子だから 
さくらと結ばれたわけじやない 

ガ皿：その_と酣漱して、もう一つ。影 

後に小狼とさくらが結ばれたことに関し 

ても、二人が結ばれたことを喜んでくれ 

るのはすごくうれしいんですけど、その 

i由が「唯一、«:;全なヵップルだから。」 

だと、ちょつと…と思うんです。さくら 

は〈年齢のつりあいの取れた男の子〉だ 

から小狼を選んだわけではないんです。 

たとえ小狼が女の子でも、年輪がずつと 

離れていたとしても、小狼が小狼である 

大川：基本的にCLAMPの作品のい 

くつかにおいては、表に出るテーマ性の 

ほかに、わたしたちがやるうえで「こ、っ 

いうものをかきたい。」という裏のテー 

マみたいなものを作るようにしている 

んです。『さくら』に関しては、この表現 

が正しいかどうかわからないんですが、 

「マィノリティに対して優しい作品にし 

よう。」ということを最初から話してい 

たんです。知世ちやんのさくらへの想 

いにしても、見方によっては〈アブナ 

ィ〉という言い方をされてしまうよう 

な想いですよね。雪.と桃矢にMrして 

も、読んだ方が友情と取ってくれても 

いいし、それ以上の感情と取ってくだ 

さってもいい。あるいは小狼が最初、 

雪兎に惹かれていたこととか、利佳ちや 

んの想いとか、そういう想いをどう描く 

かということを大事にしようと思つた 

んです。 

先ほども言いましたけど、『さくら』 

という作品の主題みたいなものは主人 

公が代弁する構成になっているので、 

さくらちやんがどう行動するか。たと 

えば彼女は、小狼が雪兎を好きだとい 

うことを知っても、偏見の目では見な 

いですよね。ラィバルだとは思っても、 

そのことじたいをへんだというような 

反応をしなかった。あるいは、小狼が 

海外から来た転校生だということもそ 

うです。さくらは小狼に、隣町から来 

た男の子みたいに接するし、小学生が 

独り暮らししていることについても、 

「、又らい。」とほめたとしても、へんに 

偏見を持つことがない。さくら自身にお 

母さんがいないことについても同じで 

す。世間一般で一一iわれるところの健全な 

家族構成とか、健全な恋愛とか言われる 

ものと違うところで生きている人たちに 

対して、優しい主人八んであつてほしいと 

思つて、こういう話になりました。 

それを小さい読者たちにわかっても 

かぎり、さくらは小狼を選んだと思、っ 

んです。だから、「健全なヵップルでよ 

かつた。」という反応はちよつと悲しい 

な…と思つてしまうんです。 

知世とさくらが結ばれるとい-つ選択 

肢も当然あつたわけですからね。 

大川：そうですね。だから、知世ちやんは 

女の子だから、さくらと結ばれなかつた 

わけじやないということです。もちろん、 

さくらも知世のことを好きなんですけ 

ど、それは小狼に対するような好きで 

はなかつた。そして、知世のさくらへの 

想いは、「さくらが幸せでいてくれれば 

いい。」というものでしたし。 

知世の「わたしの幸せは、さくら 

ちやんが幸せでいてくださることですか 

ら。」というセリフは印象的でした。 

大川：究極の恋愛感情って、「なにもかも 

わたしの思いどおりになれ。」か「なにも 

かもあなたの思いどおりになれ。」だと思 

うんです。知世はきつと、さくらとい、っ 

パーソナリティーを考えたときに、彼女の 

幸せを尊重してあげることが，i分の幸せだ 

と、本当に思つたんでしようね。そして、 

〈わたしの思いどおりに〉のほうを捨てた。 

小学生でそれができるなんて、ちよつと 

無理なんじやないかっていうs'見もある 

かもしれませんが、でも実際にかしこい、 

そのせいでいろいろ苦労しているいい子 

はいますからね。 

『さくら』みたいな世界はないと思つて 

いる人とか、さくら^attみたいな?-ども 
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大川さんがいろんなiilでiせだったという〖さくらの結末 

五十嵐さん&もこなさんが好きなキャラは奈久留だった 

最後に、『さ < ら』の思い出をひとこと 

ずつお願いします。 

もこな：カラーでこんなにピンクを使、っ 

作品はもうないだろうなと(笑)。 

猫井：どこまで少女マンガできるかと 

いう挑戦でしたね。 

五十嵐：広い意味で、恋愛ものだったな、 

という印象ですね。 

大川：『さくら』はいろんな意味で幸せ 

な作品だったと思います。「なかょし」で、 

内容に関してすベてわたしたちにまかせ 

てかかせていただけて、アニメもいいス 

タッフに恵まれ、そして続編を強要され 

ることなく、わたしたちが望んだタィミ 

ングで完結させてもらえた。いいフアン 

にも恵まれて、本5firに幸せな^:niでした。 

•インタビュ—猪飼幹太 

(まんが情報誌「ぱふ」編集長) 

渡すために、キヤラクタ丨の履歴書を 

作ったんですよ。兄弟が何人いてとか、 

こんな習い事をしていて、とか。 

1<川：でも、どの傾品でもだいたい作 

りますよ。あとでラクだから(笑)。 

『X』とかすごそうですね。 

五十嵐：過激な内容の履歴書ですよね(笑)。 

もこな：〈子どものときに拉致監禁され 

る〉とかね(笑)。 

『さくら』で好きなキヤラクタ—を 

挙げてみてください。 

大川：知世とケロちゃん。 

五十嵐：わたしは、見ていて楽しかった 

のは奈久留です。原作では出番が少な 

かったけど。 

もこな：わたしも奈久留ちゃんが好き 

だったんですけど、原你では本4に出 

番が少なかった(笑)。 

猫井：*:隆お父さんですね。 

たとえば、旦那さまにするなら、こ 

のキヤラクタ—とかありますか？ 

大川：藤隆お父さん。子どもがいます 

が(笑)。 

猫井：桃矢が買いじゃないですか(笑)。 

五十嵐：わたしは桃矢か、あるいは山崎 

くんもあるS-味、楽しいかも。 

大川：ああそぅか、山崎くんいいですね。 

猫井：山崎くん、いいですね(笑)。 

小狼 <んはど•つですか？ 

猫井：弟にいたらいいかも。料理もで 

きるし。 

もこな：小狼は高校生くらいに育つた 

ら、もういちど考えさせてもらおうか 

なって感じで(笑)。 

大川：雪兎は？ 

五十嵐：あの食欲だと食費が(笑)。 

もこな：月なら月のままでいてくれても 

ぃぃな。 

大川：：^にも手伝ってくれなさそうで 

すが(笑)。 

もこな：わたし、ケロちやんがいい。お 

洗濯も手伝ってくれるし、自分が1濯# 

のなかで回ってくれそうだし(笑)。 

家事のお手伝いをしない人はダメな 

んですか？ 

大川：お和伝いしないなら、どんな芸 

があるか見せてもらおうかって感じで 

すね(笑)。何かおもしろいことしてく 

れるんならいいけど(笑)。 

Iでは、そろそろまとめに入ろうと思 

•5んですが、『さくら』関係でまだ明か 

されていない話がありましたら…。 

大川：じつは『カードキヤプタ1さくら』 

というタイトルをつけたのは猫井です。 

「カード〇〇さくら」にしようというところ 

まで決まっていたんですけど、その〇〇が 

全然浮かばなかったんです。で、締め切りが 

きちやつてヤパイヤバイと思つていたら、 

猫井が「カードキヤプタ1でどう？」つて。 

「ああ、それ、いい。」と(笑)。でも、よく 

〈カードキヤプチヤ1> つて書かれてた(笑)。 

もこな：〈カードキヤスター〉つてのも 

あった(笑)。 

£•十嵐"〈力^~ドキヤラクタ^—▽も(笑)。 

はいないと思っている人がいるとしたら、 

そんなことはないとfnいたいです。こんな 

子どもはちゃんといます。実際にはなかな 

か出会えないけど、いますよ、本当に。こ 

んなふうに純粋に育って、たとえば家のお 

手伝いをして、親を尊敬している子もちゃ 

んといるし、他人のことを思いやれる子も 

います。実際、わたしも会ったことがあり 

ますし。いないと思つているうちは41えな 

いかもしれませんが、「絶対いない。」とい 

、っことは、ないですよ。 

『さくら』キヤラクタ—のなかで 
旦那さまにするなら、だ—れだ？ 

I今だから言える裏設定は？ 

大川：裏設定というか、作品中には出 

てこなかったけど、決めておいたこと 

はありますね。 

五十嵐：『さくら』はアニメスタッフに 
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Thanks to all "CARDCAPTOR SAKURA'1 fans worldwide. 

We hope to see you again. 


