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PicsArt(ピクスアート)は、無料で簡単に自由に無料で簡単に自由にで簡単に自由に簡単に自由にに自由に自由にに自由に
写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。イラストを作成・加工できる写真編集アプリです。作成・加工できる写真編集アプリです。で簡単に自由にきる写真編集アプリです。写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。編集アプリです。アプリです。で簡単に自由にす。

ピクスアート

応用編



イニシャル文字を装飾する文字を装飾するを装飾する装飾するする
①初期画面の∔をタップの∔を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ
します。

②「フリです。ー写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。」の右側の右側
の「すべてを作成・加工できる写真編集アプリです。見る」をる写真編集アプリです。」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップします。

③検索で「グラデーショで簡単に自由に「グラデーショ
ン背景」と入力し、濃い背景」と入力し、濃い」の右側と入力し、濃い入力し、濃いし、無料で簡単に自由に濃いい
茶色のグラデーションをのグラデーション背景」と入力し、濃いを作成・加工できる写真編集アプリです。
タップします。

④下部の「文字」をタッの「文字」をタッ」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タッ
プして、無料で簡単に自由に自分のイニシャのイニシャ
ルを入力します。フォンを作成・加工できる写真編集アプリです。入力し、濃いします。フォン背景」と入力し、濃い
トは「ArchivoBlack」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
選択します。します。

⑤文字」をタッを作成・加工できる写真編集アプリです。横に回転して拡に自由に回転して拡して拡
大します。文字を右側にします。文字」をタッを作成・加工できる写真編集アプリです。右側に自由に
配置します。します。

回転して拡
拡大します。文字を右側に・縮小

⑥下部の「文字」をタッの「色のグラデーションを」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ
して文字」をタッを作成・加工できる写真編集アプリです。黒色のグラデーションをに自由にしま
す。

⑦下部の「文字」をタッの「ストローク」の右側
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップして、無料で簡単に自由に色のグラデーションをを作成・加工できる写真編集アプリです。白色のグラデーションを
に自由にします。「度合」をス」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。ス
ライドしてストロークをしてストロークを作成・加工できる写真編集アプリです。
細くく(8～10)します。良
ければ右上の✓をタップ右上の✓をタップの✓を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ
してください。

⑧次に下部の「写真の追に自由に下部の「文字」をタッの「写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。の追
加」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ。検索で「グラデーショで簡単に自由に
「花びら」と入力しまびら」の右側と入力し、濃い入力し、濃いしま
す。花びら」と入力しまの写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。を作成・加工できる写真編集アプリです。タップし
ます。

入力し、濃いします
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フォン背景」と入力し、濃いトを作成・加工できる写真編集アプリです。選びます

色のグラデーションを ストローク



⑨下部の「文字」をタッの「ブレン背景」と入力し、濃いドしてストロークを」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップします。次に下部の「写真の追に自由に「ス
クリです。ーン背景」と入力し、濃い」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ。

ブレン背景」と入力し、濃いドしてストロークを

スクリです。ーン背景」と入力し、濃い

⑩花びら」と入力しまの位置します。を作成・加工できる写真編集アプリです。移動して、して、無料で簡単に自由に
文字」をタッの部の「文字」をタッ分のイニシャに自由に重なるようなる写真編集アプリです。よう
に自由に配置します。します。次に下部の「写真の追に自由に上の✓をタップ部の「文字」をタッ
の「消しゴム」をタップしゴム」をタップ」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ
します。

⑪次に下部の「写真の追に自由に下部の「文字」をタッの「反転して拡」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップします。文字」をタッ部の「文字」をタッ分のイニシャ
が黒色になりました。黒色のグラデーションをに自由になりました。

⑫まず、無料で簡単に自由に下部の「文字」をタッの「復元」」の右側
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ、無料で簡単に自由にサイズを小さを作成・加工できる写真編集アプリです。小さ
くして黒い文字」をタッの部の「文字」をタッ分のイニシャを作成・加工できる写真編集アプリです。
なぞります。2本指で文字で簡単に自由に文字」をタッ
を作成・加工できる写真編集アプリです。拡大します。文字を右側にして細くかい所までまで簡単に自由に
なぞつてください。

⑬文字」をタッの部の「文字」をタッ分のイニシャが黒色になりました。花びら」と入力しま柄になに自由にな
りました。良ければ右上の✓をタップ右上の✓をタップ
の✓を作成・加工できる写真編集アプリです。2回タップしま
す。

⑭次に下部の「写真の追に自由に下部の「文字」をタッの「写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。の追加」の右側
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップして、無料で簡単に自由に事前に用意しに自由に用意しし
た自分のイニシャの写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。を作成・加工できる写真編集アプリです。追加します。
「写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。の追加」の右側→下部の「文字」をタッの「切
り抜き」をタップします。き」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

⑮次に下部の「写真の追に自由に「選択します。」の右側→「人物」を」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップして人物」をのみ切り抜き切り抜き」をタップします。き
ます。

⑯拡大します。文字を右側にしてから「復元」」の右側
と入力し、濃い「削除」にて修正しま」の右側に自由にて修正しましま
す。良ければ右上の✓をタップ右上の✓をタップの「保
存」をタップします。」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。
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消しゴム」をタップしゴム」をタップ

反転して拡

復元」

サイズを小さを作成・加工できる写真編集アプリです。小さく

切り抜き」をタップします。き

人物」を
復元」と入力し、濃い削除」にて修正しま



⑰人物」をが黒色になりました。入りました。位
置します。と入力し、濃い大します。文字を右側にきさを作成・加工できる写真編集アプリです。調整しましま
す。✓を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ。
次に下部の「写真の追に自由に下部の「文字」をタッの「アートレイ
ヤー」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

⑱「アートレイヤー」の右側→
「ライト」の右側→「L8」の右側
タップします。。

⑲人物」をと入力し、濃い文字」をタッの部の「文字」をタッ分のイニシャは上の✓をタップ
部の「文字」をタッの「消しゴム」をタップしゴム」をタップ」の右側→下部の「文字」をタッ
の「削除」にて修正しま」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。使用して修
正しまします。良ければ右上の✓をタップ✓を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップします。

完成で簡単に自由にす。

アートレイヤー

ライト

L8

⑲ぼやイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。けた部の「文字」をタッ分のイニシャが黒色になりました。クッキ
リです。しました。この作業はは
大します。文字を右側に切で簡単に自由にす。良ければ右上の✓をタップ✓を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップします。

ビフアー アフター

PicsArtは、無料で簡単に自由に高機能で大変使いやすいアプリですが無料で使えます。半面、広告や有料化への誘導等がありまで簡単に自由に大します。文字を右側に変使いやイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。すいアプリです。で簡単に自由にすが黒色になりました。無料で簡単に自由にで簡単に自由に使えます。半面の∔をタップ、無料で簡単に自由に広告や有料化への誘導等がありまやイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。有料で簡単に自由に化への誘導等がありまへの誘導等がありまが黒色になりました。ありま
すので簡単に自由に注意ししてください。有料で簡単に自由に化への誘導等がありまに自由にする写真編集アプリです。と入力し、濃い広告や有料化への誘導等がありまが黒色になりました。無く、無料で簡単に自由にすべての機能で大変使いやすいアプリですが無料で使えます。半面、広告や有料化への誘導等がありまが黒色になりました。使える写真編集アプリです。ように自由になりますが黒色になりました。最初はその
必要はありません。はありません。
1.　　王冠マークはタップしないマークはタップしない 2.「7日間無料で簡単に自由にトライアルを入力します。フォン」の右側はタップしない
3.広告や有料化への誘導等がありまは「×」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップして消しゴム」をタップしてください 4.「Try」の右側はタップしない
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注
意

注
意

モデルを入力します。フォン協力し、濃い 山下洋志



紫陽花とレッドムーンとレッドムーンレッドムーン
①初期画面の∔をタップの∔を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ
します。

②「写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。」の右側→「すべての
写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップしてモデ
ルを入力します。フォンの画像を選択します。を作成・加工できる写真編集アプリです。選択します。します。
今回はダウン背景」と入力し、濃いロードしてストロークをした
写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。を作成・加工できる写真編集アプリです。使用します。

③下部の「文字」をタッのfx(エフェクト)
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

④「マジック」の右側→「Flora」の右側
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ、無料で簡単に自由にもう一度タップ
して三角丸をタップしてを作成・加工できる写真編集アプリです。タップして
フェードしてストロークをは50前に用意し後にしまに自由にしま
す。✓を作成・加工できる写真編集アプリです。タップし次に下部の「写真の追へ。

⑤「fx」の右側→「マジック」の右側
→「Bsdands」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ
します。

Flora

⑥もう一度タップして三
角丸をタップしてを作成・加工できる写真編集アプリです。タップしてフェー
ドしてストロークをは70前に用意し後にしまに自由にします。良
ければ右上の✓をタップ✓を作成・加工できる写真編集アプリです。タップし次に下部の「写真の追
へ。

⑦下部の「文字」をタッの「美しくする」しくする写真編集アプリです。」の右側
で簡単に自由に顔のしわを修正しまのしわを作成・加工できる写真編集アプリです。修正しましま
す。「スム」をタップース」の右側→「手
動して、」の右側で簡単に自由にしわの部の「文字」をタッ分のイニシャを作成・加工できる写真編集アプリです。何回
もなぞります。顔のしわを修正しまは拡大します。文字を右側に
して作業はします。良けれ
ば右上の✓をタップ右上の✓をタップの✓を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ。

⑧下部の「文字」をタッの「フィット」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップし「比率」を」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
「3×4」の右側に自由にします。
次に下部の「写真の追に自由に上の✓をタップ部の「文字」をタッの「消しゴム」をタップしゴム」をタップ」の右側
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ。

しわの部の「文字」をタッ分のイニシャを作成・加工できる写真編集アプリです。
何回もなぞります

4

エフェクト マジック

三角丸をタップして

比率」を

3×4縦

モデルを入力します。フォン協力し、濃い 神原克收



⑨「選択します。」の右側→「人物」を」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップして人物」をのみ切り抜き切り
取ります。ります。

⑩画像を選択します。を作成・加工できる写真編集アプリです。2本の指で文字を作成・加工できる写真編集アプリです。使っ
て拡大します。文字を右側にし下部の「文字」をタッの「削除」にて修正しま」の右側
と入力し、濃い「復元」」の右側で簡単に自由に修正しまを作成・加工できる写真編集アプリです。しま
す。✓を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

⑪画像を選択します。を作成・加工できる写真編集アプリです。拡大します。文字を右側に・縮小して
位置します。決めをします。良けめを作成・加工できる写真編集アプリです。します。良け
れば右上の✓をタップチェックを作成・加工できる写真編集アプリです。タップし
ます。

⑫下部の「文字」をタッの「ステッカー」の右側
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ、無料で簡単に自由に検索で「グラデーショで簡単に自由に「赤いい
月」と入力して画像を選」の右側と入力し、濃い入力し、濃いして画像を選択します。を作成・加工できる写真編集アプリです。選
びます。

⑬月」と入力して画像を選の画像を選択します。を作成・加工できる写真編集アプリです。拡大します。文字を右側にし、無料で簡単に自由に顔のしわを修正しま
の部の「文字」をタッ分のイニシャに自由に移動して、します。次に下部の「写真の追
に自由に上の✓をタップ部の「文字」をタッの「消しゴム」をタップしゴム」をタップ」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップします。

⑭「選択します。」の右側→「背景」と入力し、濃い」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップする写真編集アプリです。と入力し、濃い人物」をが黒色になりました。月」と入力して画像を選の
前に用意し面の∔をタップに自由に表示されます。✓されます。✓
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

⑮下部の「文字」をタッの「ステッカー」の右側
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップし「検索で「グラデーショ」の右側で簡単に自由に
「紫陽花びら」と入力しま」の右側と入力し、濃い入力し、濃いしま
す。画像を選択します。を作成・加工できる写真編集アプリです。選択します。します。
季節によって花は変更しに自由によって花びら」と入力しまは変更しし
てください。

⑯紫陽花びら」と入力しまの画像を選択します。を作成・加工できる写真編集アプリです。少し拡し拡
大します。文字を右側にして左下に自由に配置します。してく
ださい。次に下部の「写真の追に自由に上の✓をタップ部の「文字」をタッのレイ
ヤーの部の「文字」をタッ分のイニシャを作成・加工できる写真編集アプリです。タップしま
す。
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選択します。

人物」を



⑰「重なるよう複」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップする写真編集アプリです。
と入力し、濃い紫陽花びら」と入力しまの画像を選択します。が黒色になりました。貼り付り付
けられます。この画像を選択します。を作成・加工できる写真編集アプリです。
右側に自由に配置します。します。良け
れば右上の✓をタップ✓を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

⑱次に下部の「写真の追に自由に下部の「文字」をタッの「ステッ
カー」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ、無料で簡単に自由に「検
索で「グラデーショ」の右側で簡単に自由に「鳥」と入力しま」の右側と入力し、濃い入力し、濃いしま
す。鳥」と入力しまの集アプリです。団のイラストのイラスト
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

⑲鳥」と入力しまを作成・加工できる写真編集アプリです。上の✓をタップ部の「文字」をタッに自由に配置します。しま
す。

⑳最後にしまに自由に下部の「文字」をタッの「ブラ
シ」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。つかつて蝶々を飛を作成・加工できる写真編集アプリです。飛
ば右上の✓をタップしてみ切り抜きました。大します。文字を右側にきさ
も変更しで簡単に自由にきます。

蝶々を飛

ウクレレとレッドムーンネオン
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モデルを入力します。フォン協力し、濃い 中沢　實

重なるよう複

①初期画面の∔をタップの＋を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ
します。

②写真やイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。を作成・加工できる写真編集アプリです。選択します。、無料で簡単に自由に次に下部の「写真の追に自由に下部の「文字」をタッ
の「ツールを入力します。フォン」の右側→「カスタ
ム」をタップ」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

③下部の「文字」をタッの「選択します。」の右側→「人
物」を」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。人
物」をが黒色になりました。赤いくなりました。→
「保存」をタップします。」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップしま
す。

④下部の「文字」をタッのfx(エフェクト)
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

ツールを入力します。フォン

カスタム」をタップ

人物」を

エフェクト



⑤「マジック」の右側→
「Badlands」の右側タップし
ます。

⑥「Badlands」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。もう
一度タップしてフェードしてストロークを
の値をを作成・加工できる写真編集アプリです。50に自由にします。良け
れば右上の✓をタップ✓を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

フェードしてストロークをを作成・加工できる写真編集アプリです。50に自由にする写真編集アプリです。

⑦更しに自由に「fx」の右側→「マジッ
ク」の右側→「Undead」の右側
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

⑧「Undead」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。もう一
度タップして「乗算」に」の右側に自由に
します。良ければ右上の✓をタップ✓を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップします。

乗算」に

Badlands Undead

⑨次に下部の「写真の追に自由にfx(エフェクト)→
「フィット」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップしま
す。比率」をを作成・加工できる写真編集アプリです。縦3×4に自由にしま
す。

⑩上の✓をタップ部の「文字」をタッの「消しゴム」をタップしゴム」をタップ」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップ、無料で簡単に自由にさらに自由に下部の「文字」をタッの
「消しゴム」をタップしゴム」をタップ」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ。
サイズを小さを作成・加工できる写真編集アプリです。調整しまして画像を選択します。を作成・加工できる写真編集アプリです。
かくだいして境界部の「文字」をタッを作成・加工できる写真編集アプリです。修
正しまします。良ければ右上の✓をタップ✓を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップして確定します。します。

⑪下部の「文字」をタッの「色のグラデーションを」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップ
して背面の∔をタップを作成・加工できる写真編集アプリです。黒色のグラデーションをに自由にしま
す。二本指で文字を作成・加工できる写真編集アプリです。使って画像を選択します。
の大します。文字を右側にきさと入力し、濃い位置します。を作成・加工できる写真編集アプリです。決めをします。良けめま
す。画像を選択します。は少し拡し小さめに自由に
しました。良ければ右上の✓をタップ✓を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップして確定します。します。

色のグラデーションを

⑫次に下部の「写真の追に自由に下部の「文字」をタッの「ステッ
カー」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

ステッカー

比率」を

3×4

消しゴム」をタップしゴム」をタップのサイズを小さを作成・加工できる写真編集アプリです。
小さくして境界線をを作成・加工できる写真編集アプリです。
なぞります

7

注
意

注
意

PicsArtは、無料で簡単に自由に高機能で大変使いやすいアプリですが無料で使えます。半面、広告や有料化への誘導等がありまで簡単に自由に大します。文字を右側に変使いやイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。すいアプリです。で簡単に自由にすが黒色になりました。無料で簡単に自由にで簡単に自由に使えます。半面の∔をタップ、無料で簡単に自由に広告や有料化への誘導等がありまやイラストを作成・加工できる写真編集アプリです。有料で簡単に自由に化への誘導等がありまへの誘導等がありまが黒色になりました。ありますので簡単に自由に注意ししてくだ
さい。有料で簡単に自由に化への誘導等がありまに自由にする写真編集アプリです。と入力し、濃い広告や有料化への誘導等がありまが黒色になりました。無く、無料で簡単に自由にすべての機能で大変使いやすいアプリですが無料で使えます。半面、広告や有料化への誘導等がありまが黒色になりました。使える写真編集アプリです。ように自由になりますが黒色になりました。最初はその必要はありません。はありません。
1.　　王冠マークはタップしないマークはタップしない 2.「7日間無料で簡単に自由にトライアルを入力します。フォン」の右側はタップしない
3.広告や有料化への誘導等がありまは「×」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップして消しゴム」をタップしてください 4.「Try」の右側はタップしない



⑬虫眼鏡マークマーク(検索で「グラデーショ)を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップして「triangle 
neon」の右側と入力し、濃い入力し、濃いして、無料で簡単に自由に画像を選択します。
を作成・加工できる写真編集アプリです。選択します。します。

⑭人物」をの上の✓をタップに自由にネオン背景」と入力し、濃いが黒色になりました。配
置します。されました。

⑮ネオン背景」と入力し、濃いを作成・加工できる写真編集アプリです。回転して拡して大します。文字を右側にき
くします。透明度を作成・加工できる写真編集アプリです。上の✓をタップげ
て人物」をと入力し、濃いのバラン背景」と入力し、濃いスを作成・加工できる写真編集アプリです。と入力し、濃い
ります。決めをします。良けまれば右上の✓をタップ透明度
は100に自由に戻します。します。

⑯上の✓をタップ部の「文字」をタッの「消しゴム」をタップしゴム」をタップ」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップ、無料で簡単に自由にさらに自由に下部の「文字」をタッの
「選択します。」の右側→「背景」と入力し、濃い」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップします。人物」をが黒色になりました。ネ
オン背景」と入力し、濃いの前に用意し面の∔をタップに自由に配置します。されま
した。

回転して拡

拡大します。文字を右側に・縮小

透明度

消しゴム」をタップしゴム」をタップ

背景」と入力し、濃い

⑰下部の「文字」をタッの「復元」」の右側と入力し、濃い
「削除」にて修正しま」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。使って修正しまし
ます。良ければ右上の✓をタップ右上の✓をタップの✓
を作成・加工できる写真編集アプリです。タップします。

⑱次に下部の「写真の追に自由に、無料で簡単に自由に下部の「文字」をタッの「アー
トレイヤー」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップし
ます。

アートレイヤー

⑲下部の「文字」をタッの「ライト」の右側→
「L18」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。タップしま
す。

ライト

L18

⑳「色のグラデーションを相」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。調整しましま
す。良ければ右上の✓をタップ✓マークを作成・加工できる写真編集アプリです。
タップします。

復元」・削除」にて修正しま
色のグラデーションを相

3

8



㉑次に下部の「写真の追に自由に下部の「文字」をタッの「文字」をタッ」の右側を作成・加工できる写真編集アプリです。
タップして文字」をタッを作成・加工できる写真編集アプリです。挿入し
ます。

㉒サイン背景」と入力し、濃いが黒色になりました。入りました。
良ければ右上の✓をタップ保存」をタップします。します。

9

その他推奨ステッカー他推奨ステッカーステッカー
・neon circle rainbow(ネオン背景」と入力し、濃い半虹)
・neon circle(ネオン背景」と入力し、濃い円)
・triangle neon(三角形ネオンネオン背景」と入力し、濃い)
・torn paper(引き裂かれた紙き裂かれた紙かれた紙)
・badlands(バットラン背景」と入力し、濃いドしてストロークを)
・Smart Phon 3D

・Water Splash
・butterfly aesthetic(蝶々を飛)
・glitter halo(輪)
・flowers round(花びら」と入力しま輪)
・black flowers cirsle(黒い輪の花びら」と入力しま)
・flower frame(花びら」と入力しま輪)

・snow frame(白いフレーム」をタップ)
・palmleaves(木の葉の葉)
・tatevghulyan
・dots circle(ドしてストロークをットで簡単に自由に一周)
・ornate(飾鏡マーク)
・lucymy(バラの花びら」と入力しま他)

Pink Sky(ピン背景」と入力し、濃いク色のグラデーションをの空) dripping(したたり)

ステッカーを活用しょう、ステッカーは「検索」で調べましょう活用しょう、ステッカーは「検索」で調べましょうしょう、ステッカーは「検索」で調べましょうステッカーは「検索」で調べましょう検索」で調べましょう」で調べましょう調べましょうべましょう

王冠マークはタップしないマークは
タップしない

birdsunset background
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