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使用上の注意点をお守りいただければ、「トドメガネ」および「トドの妖精」は「フリー素材」として利

用することができます。 

著作権は放棄しておりません。著作権は原作者である「後藤智之」および運営する「轟コンサル」に帰

属しています。 

著作権者は、以下の範囲において自由に「画像の使用」を認めています。 

 

①再頒布は認めておりません。 

②「トドメガネ」をはじめとした「トドの妖精」の商標登録ならびにトレードマークの使用等、権利を

独占する行為は著作権の侵害とみなします。 

③「トドの妖精は幸せを届(トド)ける」という基本コンセプトを壊さない範囲において、自由に使用す

ることを認めます。 

④その他、以下条項に定めのないことに関しましては、メールにてにご相談ください。 

【メールアドレス】gorybousai@gmail.com 

⑤著作権の違反行為とみなした場合は、著作権侵害として訴訟を起こす場合があります。その際の所轄

裁判所は「仙台地方裁判所」となります。 

 

【私的な使用について】 

①「トドの妖精」を使用したストーリー制作およびその際の画像使用も自由です。 

②その際、それぞれの妖精の初期設定には関わらずキャラクターを使用することを認めます。 

③キャラクターの色変更は認めていますが、その際は「トド」で始まるカタカナ５文字の別の名前にし

てください。 

④SNS を含むネット上での公開も自由です。その際、ハッシュタグ「#トドメガネ」を付けてください。

可能であれば、当サイトへのリンクもお願いします。 

【リンク先】https://gory.jp/q_ttmg 

⑤「トドメガネ」をはじめ「トドの妖精」キャラクターそのものおよびそれを使用した創作物等の販売

につきましては著作権者と協議の上、許可が出た場合に限り合意した条件での販売を認めます。 

 

【企業・団体での利用について】 

①団体・企業内にとどまる利用については、自由にご使用ください。 

②「トドメガネ」をはじめ「トドの妖精」キャラクターそのものおよびそれを使用した創作物等の販売

につきましては著作権者と協議の上、許可が出た場合に限り合意した条件での販売を認めます。 

 

※本条項は予告なく変更される場合がございます。最新の情報をご覧ください。 

 

 



Notes on copyright and usage 

TODOROKI Consul 

2020.06.06 

 

If you observe the precautions for use, you can use "Todomegane" and "Sea Lion Fairy" as a 

free material. 

Copyright is not abandoned. The copyright belongs to the original author, Tomoyuki Goto, and 

the operating "TODOROKI Consul". 

The copyright holders are free to use images within the following ranges. 

①Redistribution is not allowed. 

②The act of monopolizing the right, such as trademark registration and use of the trademark 

of "Sea Lion Fairy" including "Todomegane", is considered as infringement of copyright. 

③It is admitted that you can use it freely as long as you do not destroy the basic concept 

that "Sea Lions Fairy delivers happiness". 

④Please contact us by e-mail for anything else not specified in this clause.0 

【E-Mail】gorybousai@gmail.com 

⑤If you consider it a violation of copyright, you may be sued for copyright infringement. 

The court of jurisdiction at that time is the "Sendai District Court". 

 

【About private use】 

①You are free to use the story and images that use "Sea lion Fairy". 

②At that time, we allow the use of characters regardless of the default setting of each 

fairy. 

③You can change the color of the character, but in that case, please use a different name 

starting with "Todo". 

④You can freely publish on the internet including SNS. At that time, please attach the 

hashtag "#Todomegane". If possible, please link to this site as well. 

【Link URL】https://gory.jp/q_ttmg 

⑤Regarding the sale of "Todomegane" and other "Sea Lion Fairy" characters themselves and 

creations using them, we will only sell the products under the conditions agreed upon, 

after consultation with the copyright holder. 

 

【About use in groups and companies】 

①It is admitted to use freely as long as it stays within the group/company. 

②Regarding the sale of "Todomegane" and other "Sea Lion Fairy" characters themselves and 

creations using them, we will only sell the products under the conditions agreed upon, 

after consultation with the copyright holder. 

 

※This clause is subject to change without notice. Please see the latest information. 


