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総フォロワー数 70万人超えの人気漫画家「羊の目。」愛用の 

ギターエフェクターブランドとコラボで新作が誕生！ 

羊の目。色に染まったエフェクターが期間限定、受注生産で発売。 

2022年 1月 17日まで受注受付中！ 

 

株式会社 LEP INTERNATIONAL（岩手県花巻市材木町 12-19 代表取締役 川村 朋和）は、総フォロワー数 70 万

人超えの人気漫画家「羊の目。」とのコラボレーションで誕生したギターエフェクター  Animals Pedal 「Custom 

Illustrated 042 OMOIDE CYCLING DISTORTION by 羊の目。」を 2021 年 12 月 3 日から受注受付を開始しました。 

「Custom Illustrated 042 OMOIDE CYCLING DISTORTION by 羊の目。」は、弊社オリジナルブランド、Animals Pedal

のギター用エフェクターに人気イラストレーターによるイラストを載せ、受注生産で販売するカスタムイラストレイテッ

ドシリーズの最新モデルです。羊の目。さんは SNS 世代を中心に人気の漫画家・イラストレーターです。今回はそん

な羊の目。さん描き下ろしイラストがエフェクターになりました。 

  

羊の目。と Animals Pedal の意外過ぎる繋がり 

羊の目。さんは、2016 年に Twitter で漫画を発信し始めると瞬く間に注目を集め、今では Instagram フォロワー43 万

人 、Twitter フォロワー28 万人を超える人気漫画家、イラストレーターです。『1%ORANGE sideA、 sideB』は「日本中

がきゅん泣き」とも言われるほど一大ブームを巻き起こしています。 

そんな人気漫画家、イラストレーターである羊の目。さんと Animals Pedal のギターエフェクターにどんな繋がりがあ

るのか…、そこには羊の目。さん自身の「思い出」が隠されていました。 

 

実は、弊社代表の川村が羊の目。さんのファンだったことからコラボレーションのオファーをしたところ、羊の目。さん

の学生時代、ギターをやっていたときに偶然にも弊社オリジナルブランドである Animals Pedal のエフェクターをご愛

用頂いていたということが偶然にも分かりました。羊の目。さんは実際、Animals Pedal のエフェクターを使って今では

「思い出」となっている演奏を楽しんでいたのです。 

 

羊の目。さんにも愛用していただいたエフェクターブランド Animals Pedal は、岩手発のギターエフェクターブランドで
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す。Animals Pedal のエフェクターの中でも度々SNS などで話題となっているのが、SNS を中心とした数多くの人気イ

ラストレーター描き下ろしのイラストをエフェクターに載せ、期間限定で発売する“Custom Illustrated "シリーズです。

このシリーズはエフェクターという音楽機材を通して「ミュージシャン」と「イラストレーター」といった別ジャンルのアー

ティストたちが交錯して 40 を超える作品を生み出してきました。 

 

羊の目。さんがもともと Animals Pedal をご存じだったということで、開発時にも羊の目。さんからイラストや音のイメー

ジ、さらにはネーミングまでアイディアを出していただき、見事にマッチングしました。 

ファンの方はこのエフェクターのイラストを見てお気付きかもしれませんが、このイラストは羊の目。さんの作品から

連想されるようなシチュエーションになっています。そして、このイメージに沿った Animals Pedal のエフェクター「Tioga 

Road Cycling Distortion」をもじった「OMOIDE CYCLING DISTORTION」というネーミングからも羊の目。さんのきゅん

とする青春ストーリーの世界観が見えてくるようです。 

こうして、エフェクターブランドの Animals Pedal、そして絶大な人気の漫画家・イラストレーター羊の目。さんの創造性

が交錯しコラボエフェクターが誕生しました。 

 

ファン必見！ ネーミングまでもが羊の目。色に染まった！ 

エフェクターの機能としては、ギターの音を歪（ひず）ませ、ロックギターの持

つ迫力のある音色に変えるためのものです。初心者の方でも扱いやすく、

上級者の方やプロアーティストのステージでも活躍できるクオリティです。 

 

「Custom Illustrated 042 OMOIDE CYCLING DISTORTION by 羊の目。」の

通常バージョンのエフェクターは、Tioga Road Cycling Distortion です。この

エフェクターの開発は、音色にとことんこだわったエフェクターの制作を手掛

け、世界的に評価されている、Wren and Cuff によって製作されました。その

ため、このエフェクターを手に取った数々のギター好き、ギターエフェクター

好きを唸らせてきました。 

 

昔から愛され続けてきた「ディストーション」という独特のパワー感を持つエフェクターを現代風に甦らせた「Tioga 

Road Cycling Distortion」が今回は羊の目。さんから「OMOIDE CYCLING DISTORTION」と名付けられ、羊の目。さん

の作品ともリンクしています。これはまさに羊の目。色に染まっているといっても過言ではありません。 

 

ギターが好きな若いミュージシャンの足元に置いての音色操作はもちろん、羊の目。ファンの方のコレクションの１つ

に加えてみてはいかがでしょうか。 

期間限定での受注生産となりますので、今後同じものが生産されることはないレアアイテムとなります。気になった

方は早めにチェックしていただくことをおすすめいたします。 

受注受付期間 ： 2021 年 12 月 3 日(金) 21:00 ～2022 年 1 月 17 日 月 23:59（2022 年 3 月入荷予定） 

 

デザインにも注目のギターエフェクターに今後も目が離せない！ 

Animals Pedal のギターエフェクターは、様々な人気イラストレーターとのコラボレーションモデル  “Custom 

Illustrated"を今後も発売予定です。そして、より多彩な音色を求め、エフェクター新製品を今後も展開していく予定で

す。 
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製品概要 

名称： Custom Illustrated 042 OMOIDE CYCLING DISTORTION by 羊の目。 

発売日： 2021 年 12 月 3 日 

価格： 15,800 円（税別） 

販売場所： 弊社ウェブサイト内にて受注しております。 

        https://www.animalspedal.jp/products/apci-042 

特徴： 漫画家・イラストレーター羊の目。氏のイラストを描いたエフェクター 

人気の高い Animals Pedal ディストーションペダル 

期間限定受注生産 

URL： https://www.animalspedal.jp/products/apci-042 

 

ブランド紹介 

こんなデザインのエフェクターが欲しかった。 

ギタリストの足元に置かれるペダル、できることならとことんこだわりたい。 

可愛い動物たちやユニークなキャラクターをモチーフにした Animals Pedal、いよいよ登場です。 

 

〈製品に関するお問い合わせ先〉 

株式会社 LEP INTERNATIONAL 

TEL： 0198-23-6600 

メール： info@lep-international.jp 

 

会社概要 

社名： 株式会社 LEP INTERNATIONAL 

代表： 代表取締役 川村 朋和 

本社所在地： 岩手県花巻市材木町 12-19 

URL：  https://www.lep-international.jp/ 

設立年：  2010 年 1 月 

資本金：  10,000,000 円 

従業員数：  11 人 

事業内容： 楽器・機材（主にギター・ベース用エフェクター）の制作、輸入、販売 

 

運営公式 SNS アカウント 

Twitter： @LEP_INTL https://twitter.com/LEP_INTL 

Instagram： @lepintl https://www.instagram.com/lepintl/ 

 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

株式会社 LEP INTERNATIONAL  広報担当 高橋 

TEL：0198-23-6600  FAX：0198-29-4244 

E-mail：info@lep-international.jp 
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