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投稿者のコメント
猫のイラスト素材です。
メガネをかけてポーズをとっているにゃんこを描きました。
メガネに関する話題の挿絵などにいかがでしょうか。
にゃんこのイラストは他にもいろいろなバージョンがありますので用途に合わせてご利用下さいませ。 

一言コメント
※素材のダウンロードには会員登録が必要となります。
※会員毎に１日にダウンロード可能な回数が設定されています。
※素材を無料にてダウンロードいただく場合は20文字以上のコメントを入れる必要がございます。
※意味の無い文字列を入力しダウンロードした素材には使用の権利は与えられません。
※20文字以上入力必須
 

会員ログインを行ってください。
非会員の方は会員登録をお願い致します。 
 
200万人のマーケッターが読んだ、2980円の書籍が【無料】
なぜ私たち起業家は、いつも自分の才能を潰してしまうのか？
強みと才能を活かした、楽に勝てるビジネスの秘訣を公開…
↓
http://directlink.jp/tracking/af/1485742/ab00CDiV/

 
 
 
ダウンロードコメント
眼鏡をかけたかわいい猫のイラストを探していました。使わせていただきます！
2017/05/16 23:03
yashirobe1005 さん 
めがねニャンコかわいいですね。使用させて頂きます。
2017/04/30 17:00
sanmaruche さん 
カワイイ眼鏡にゃんこですね。使わせていただきます。
2017/03/08 23:22
macaron さん 
いつもお世話になってます。利用させていただきます。
2017/03/04 15:43
bousyu さん 
教養に関する資料紹介ノポップにしようさせていただきます。
2016/12/13 21:32
kobewujc さん 
この猫とそっくりな娘の写真に添えます。ありがとうございます！
2016/10/05 14:23
usazi さん 
かわいいイラストありがとです。　　　　　
2016/09/25 16:26
catsoul さん 
ねこがとてもかわいいです。使わせていただきます
2016/08/30 03:55
YUUYU さん 
とても気に入りました。使わせていただきます。
2016/08/12 11:10
foresuta さん 
絵のタッチが大好きです！ 使わせて頂きます！
2016/07/03 11:35
maropu1980 さん 
知り合いの人もとても気に入っております。
2016/06/30 14:09
prs0292 さん 
かわいいねこを探していました。使わせていただきます。
2016/06/09 21:18
Squall さん 
眼鏡のイラストを探していたら、猫が眼鏡をつけているイラストと出会うことができました。 かわいいので使わせてもらいます
2016/06/02 15:28
micron さん 
一覧を見る 
ぶち猫　にゃんこ＜メガネ似合う？＞に関連するまとめ

動物系　素材　まとめ
こちらのページを開いて頂き、ありがとうございます。動物系の素材をまとめてみました。そのまま使用可能なフレームは、写真やお手紙としてそのほか単体の素材動物たちはお…
やっちゃんさん777view

猫のフレームまとめ
猫のイラスト入りのフレームばかりを１０点集めてみました。猫好きさんもそうでない人も、かわいいなと思ってもらえたら。かわいいもの、シンプルなもの、シルエット、お気…
AZUKIさん4,457view

人間や動物に関する生物アイコンのまとめ
今回は、人間や動物の生物に関する様々なアイコンのイラストデザインをまとめてみました。シルエットや文字等の色々なアイコンがありますので是非見てください。貴方が必要…
ヒロさん1,503view

猫好きにおすすめの猫イラストのまとめ
猫を使ったイラストをまとめました。イラストやフレーム枠、ラインなど色々と集めました。どれもシンプルで使い勝手のよい黒猫になっています。全て私が作成したもので、無…
mint teaさん5,553view
携帯・スマホで見る
 
読み取り回数：0回
この無料素材のキーワード
猫
にゃんこ
かわいい
メガネ
眼鏡
ポーズ
動物
イラスト
この素材の投稿者：I＜アイ＞
 
イラストレーター情報はこちら
お便りなどに添える使いやすいイラスト素材を描いていきたいと思います。

普段主に制作している作品はイラスト素材・年賀状デザイン・LINEスタンプなどです。

コミカルな動物キャラクターをメインにいろいろな場面で活用できるイラスト素材をUPしていこうと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。
この投稿者の他の無料素材

包丁とまな板
調理器具のイラスト素材です。包丁とまな板のイラストに数種類の野菜を添えたイラストを描きました。お…
3
1,223
438.55

ぶち猫　にゃんこ　＜…
オリジナルキャラクター、ぶち猫にゃんこのイラスト素材です。すごい勢いで大きなくしゃみをしているに…
10
1,452
543.2

おにぎりセット
おにぎりのイラスト素材です。3個のおにぎりにたくあんを添えたイラストを描きました。軽食の販売コー…
0
429
150.15

リンゴのフレーム
リンゴをモチーフにしたフレーム素材です。リンゴの木に四方を囲まれた様なフレーム素材を描いてみまし…
5
650
245

雪と女の子＜白黒イラ…
女の子のイラスト素材です。雪を見て和んでいる女の子を描きました。冬、初雪のイメージイラストにいか…
1
548
195.3

てるてる坊主
梅雨のイラスト素材です。雨音に合わせて静かに揺れるてるてる坊主のイラストを描きました。梅雨や雨降…
11
1,298
492.8

チアガール＜白黒イラ…
チアガールのイラスト素材です。両手にポンポンを持って笑顔で応援するチアガールを描きました。応援、…
10
1,818
671.3

サラダフレーム
野菜モチーフのフレーム素材です。彩り豊かな野菜のイラストを並べてフレーム素材にしてみました。メニ…
60
4,518
1791.3

こぶた＜白黒イラスト…
こぶたのイラスト素材です。ころころかわいいこぶたのイラストを描きました。動物、こぶたのイメージイ…
3
1,916
681.1

走る男の子＜白黒いら…
男の子のイラスト素材です。ハチマキをしめて走る男の子を描きました。運動会のイメージイラストにいか…
2
895
320.25

イルカ<白黒イラスト…
イルカのイラスト素材です。水しぶきをあげてジャンプするイルカを描きました。イルカ、海などのイメー…
6
3,475
1237.25

悩む男の子＜白黒イラ…
男の子のイラスト素材です。うつむいて浮かない表情で悩んでいる男の子を描きました。悩み事のイメージ…
0
1,211
423.85

メガネをかけた男の子…
男の子のイラスト素材です。メガネをかけて本を抱えた男の子を描きました。メガネを光らせて解説などし…
3
2,653
939.05

お雛様＜白黒イラスト…
ひな祭りのイラスト素材です。仲良く並んだお雛様を描きました。ひな祭りのイメージイラストにいかがで…
2
1,146
408.1

応援団の男の子＜白黒…
男の子のイラスト素材です。学ランを着て鉢巻きをしめた応援団の男の子を描きました。応援、応援団のイ…
2
951
339.85

いろいろふきだしセッ…
ふきだしのイラスト素材です。タイプの違う7点のふきだしをセットにしました。セット内容は7点の透過…
9
931
357.35
一覧を見る 
「ぶち猫　にゃんこ＜メガネ似合う？＞」の無料イラスト素材・雛形素材、無料で使える「ぶち猫　にゃんこ＜メガネ似合う？＞」を簡単ダウンロード出来ます。 素材ラボは「無料 イラスト」サイトとなり沢山の無料で使える素材がご利用頂けます。 「ぶち猫　にゃんこ＜メガネ似合う？＞」の投稿は「I＜アイ＞」様よりご利用ありがとうございます。 ご投稿頂きました沢山の「猫」、「にゃんこ」、「かわいい」より探す。 「ぶち猫　にゃんこ＜メガネ似合う？＞」関連の無料イラスト素材・雛形素材を投稿する事でポイントが獲得出来たり無料で「猫」、「にゃんこ」、「かわいい」関連の素材等を利用する、事が可能となります。 利用をする方は「会員登録（無料）」より「イラスト」関連を投稿で出来る方は「イラストレーター様登録」よりご登録くださいませ。 「イラスト」は日々イラストレーター様より最新の無料イラストが投稿されております。 
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カテゴリ
イラスト（16,931）
植物（637）
アイコンセット（1,302）
ひな形（1,710）
フレーム・枠（1,798）
はがき（827）
年賀状（170）
塗り絵（224）
カレンダー（382）
フォント（211）
ライン（465）
3Dデータ（0）
壁紙（551）
シルエット（549）
グリーティングカード（956）
SNSボタン（4）
時刻表（76）
路線図（185）
構内図（96）
地図（774）
一覧を見る
イベント・コンテスト
料理のイラスト
植物の育て方
はてなブックマーク オリジナルボタン
トレンド（時事ネタ）イラスト
オリジナル素材投稿
ワード、エクセル形式のテンプレート
アイコンセット
スポーツのイラスト
クリスマスのイラスト素材
医療系のイラスト
冬のイラスト
年賀状 2017年（酉 とり）イラスト年賀状素材
カレンダー2017年度
一覧を見る
素材形式
JEPG（16,132）
GIF（635）
透過PNG（17,701）
EPS（3,761）
BMP（348）
PDF（2,526）
AI（6,386）
WORD（1,431）
EXCEL（246）
POWERPOINT（1）
Photoshop（412）
一覧を見る
キーワード
年賀状（1,985）
クリスマス（1,756）
フレーム（1,586）
かわいい（1,536）
花（1,480）
アイコン（1,425）
イラスト（1,411）
キャラクター（1,145）
冬（1,126）
料理（1,016）
テンプレート（957）
スポーツ（933）
動物（834）
地図（794）
シンプル（788）
植物（788）
食べ物（777）
春（700）
和（687）
夏（674）
一覧を見る

 
イラストレーターを探す
無料素材
各種募集
セミナー・講習会
イラストレーターに相談
イラストレーター情報交換
ご登録案内
素材ラボのご紹介
ご利用規約
個人情報取り扱い
特定商取引法に基づく表記
会社案内
サイトマップ
お問い合わせ

株式会社 Tufe Company
〒167-0042
東京都杉並区西荻北3-32-2

Copyright (c) 2017 素材ラボ ALL RIGHTS RESERVED.

「キャンセル待ち」 について
・ キャンセル待ちとは？

・ キャンセル待ちの仕方は？

＊ご注意事項＊

「空枠」 がなければ、 キャンセル待ちはお呼びできません。

◎ ご希望に添えない場合があります。

◎ 順番が前後します。

教習生の皆様ができる限り均しく実技教習を受けて頂くために

当校では以下のように、 順番のルールを設けております。

（早い者順ではありません）

「キャンセル待ち」 について
・ キャンセル待ちとは？

当日の実技教習に空枠が発生した場合に、 希望者

が実技教習を受けることができるシステムです。

・ キャンセル待ちの仕方は？

キャンセル待ちを希望される方は、 必ず予約機にて

キャンセル待ち登録を行ってください。

＊ご注意事項＊

「空枠」 がなければ、 キャンセル待ちはお呼びできません。

◎ ご希望に添えない場合があります。

◎ 順番が前後します。

教習生の皆様ができる限り均しく実技教習を受けて頂くために

当校では以下のように、 順番のルールを設けております。

①予約 ・ 本日実技なし→②予約 ・ 本日実技 1H→③予約 ・ 本日実技 2H

（早い者順ではありません）

キャンセル待ちの順番を確認されたい方はお気軽に

事務職員までお問い合わせください。

ご理解の上、 ご協力くださいますようお願い申し上げます。


