
あーあー  (∩ ﾟдﾟ)アーアー 顔文字
あいごー  ｱｲｺﾞ━━<`Д´>━< `Д>━<　`>━<´; >━<Д´; >━<`Д´;>━━!!!! 顔文字
あいぼん ＠ノハ＠ 顔文字
あいぼん  （　‘д‘） 顔文字
あうあう  （；＾ω＾）o彡ﾟｱｳｱｳ 顔文字
あうあうあー (^p^)あうあうあー 顔文字
あがーい （ ==○=） 顔文字
あくび （*´O）ゞ ﾌｧァァ～ 顔文字
あげ  ヽ (`Д´)ﾉﾎﾞｯｷｱｹﾞ 顔文字
あさぴー （-@∀@） 顔文字
あせ (^_^;A 顔文字
あせ  （´Д｀；） 顔文字
あせ  (ﾟДﾟ；) 顔文字
あちゃー (ﾉ∀`)ｱﾁｬｰ 顔文字
あついー  ι(´Д｀υ)ｱﾂｨｰ 顔文字
あっそ  （´ι _` 　） 顔文字
あっそー / 冫、） 顔文字
あっちょんぶりけ ｎ)ﾟ3ﾟ(ｎ ｱｯﾁｮﾝﾌﾞﾘｹ 顔文字
あなたをはんにんです ('∀`)＜あなたを、犯人です 顔文字
あなる (ﾟ＊ﾟ)ｱﾅﾙｰ 顔文字
あひゃ (･∀･)ｱﾋｬ 顔文字
あひゃ (ﾟ∀ﾟ) 顔文字
あひゃ (,,ﾟ∀ﾟ) 顔文字
あひゃ (ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬ 顔文字
あひゃ ヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾉ 顔文字
あひゃ ｱﾋｬﾋｬﾋｬ(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)ﾋｬﾋｬﾋｬ 顔文字
あひゃ (ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬ 顔文字
あやしい  ぁゃιぃ 顔文字
あやなみ  ヽ ゝﾟ ‐ﾟν 顔文字
あらまき ./ ,' 3　 `ヽｰっ 顔文字
あらやだ  (゜д゜)＜あらやだ！ 顔文字
いい (・∀・)ｲｲ!! 顔文字
いいはなし ( ；∀；)ｲｲﾊﾅｼﾀﾞﾅｰ 顔文字
いいよー (・∀・)ｲｲﾖｲｲﾖｰ顔文字
いかり  (ﾟДﾟ#) 顔文字
いかり  (#ﾟДﾟ) 顔文字
いくない (・A・)ｲｸﾅｲ 顔文字
いけぬま (^p^) 顔文字
いけぬま (^q^) 顔文字
いやー  ｲﾔ━━━━━(´Д｀lll)━━━━━!!!! 顔文字
いやん  （/ω＼）ｲﾔﾝ 顔文字
いやん (* ∩∩)ｲﾔﾝ 顔文字
いよう  (=ﾟωﾟ)ﾉぃょぅ 顔文字
いよう  (・ω・)ﾉ 顔文字
いよう  (,,ﾟДﾟ)ﾉ 顔文字
いよう  ( ´ω`)ﾉ 顔文字
いよう （　´∀｀）ノ 顔文字
いよう （　・∀・）ノ 顔文字
いよう (　‘ⅴ‘)ノ 顔文字
いよう (　´ⅴ｀)ノ 顔文字
いよう  ( ´･ω･)ノ 顔文字
いよう  ( ｀・ω・)ノ 顔文字
いよう (*^ーﾟ)ﾉ顔文字
いよう  (=ﾟωﾟ)人(ﾟωﾟ=)ぃょぅ 顔文字
いよう  ぃょ━━━━━(=ﾟωﾟ)人(ﾟωﾟ=)━━━━━ぅ 顔文字
いよう  ぃょ━━━(=ﾟωﾟ)ﾉ━( =ﾟω)━( 　=ﾟ)━( 　 　)━(ﾟ= ﾉ )━(ωﾟ=ﾉ)━(=ﾟωﾟ)ﾉ━━━ぅ 顔文字
いよう  |ﾟДﾟ)ノ 顔文字
いらね (ﾟ⊿ﾟ)ｲﾗﾈ 顔文字
うぃらー(」ﾟﾍﾟ)」ウィ！ (/ﾟﾍﾟ)/ラー！ 顔文字
うぇーい ｳｪ━━━━━━（0ｗ0）━━━━━━ｨ!!!!! 顔文字
うおーさおー  (´Д`;三;´Д`)ｳｵｰｻｵｰ 顔文字
うそです (ﾖ（* ´∀｀）E) うそです 顔文字
うっ  (´；ω；`)ｳｯ 顔文字
うっうー ( ﾟдﾟ)ｳｯｳｰ 顔文字
うまー  (ﾟдﾟ)ｳﾏｰ 顔文字
うわーん  ヽ (`Д´)ﾉｳﾜｧｧｧーﾝ!! 顔文字
うんうん (ﾟーﾟ )(。_。)(ﾟーﾟ )(。_。)ｳﾝｳﾝ 顔文字
うんこー ヽ( ・∀・)ﾉ●ｳﾝｺｰ 顔文字
えー （・３・） ｴｪｰ 顔文字
えー  工エｴェｪ（´д｀）ｪェｴエ工 顔文字
えー ( ﾟ 3ﾟ) ｴｪｪｰ 顔文字
えぇー （・３・） ｴｪｰ 顔文字
えっ  Σ(・ω・ﾉ)ﾉ 顔文字
えっ  ∠( ﾟдﾟ)／ 顔文字
えへへ ヽ(°▽、°)ﾉｴﾍﾍﾍﾍ 顔文字
おことわりします  （ ﾟωﾟ ) お断りします 顔文字
おちゃ （ ´∀｀）つ旦~~ 顔文字
おちゃ  (,,ﾟДﾟ)つ旦~~ 顔文字
おちゃ （　・∀・）つ旦~~顔文字
おちゃ （　´∀｀）つt[] 顔文字



おっぱい (　ﾟ∀ﾟ)o彡゜おっぱい！おっぱい！ 顔文字
おっぱい (ﾟ∀ﾟo彡°おっぱい！おっぱい！ 顔文字
おとたけ ヽ(´ー｀)ノ 顔文字
おにぎり ／■＼ 顔文字
おはようびーむ (@益@ .:;)ﾉｼ 顔文字
おはようびーむ （★＿★）ﾉｼ 顔文字
おまえもなー  （；´Д｀） 顔文字
おまえもなー  （´Д｀；） 顔文字
おまえもなー （　´∀｀） 顔文字
おまえもなー （´∀｀　） 顔文字
おもう (´-`).｡oO(台詞)顔文字
おもう ´ _）.｡ｏO(台詞) 顔文字
おれおれ  σ(ﾟ∀ﾟ)ｵﾚｵﾚ 顔文字
おわた ｵﾜﾀ＼(^o^)／ 顔文字
おわた ＼(^o^)／ｵﾜﾀ 顔文字
おわた ＼(^o^)／ 顔文字
おわた ／(^o^)＼ 顔文字
かーちゃん J( 'ｰ`)し 顔文字
がーん  ｶﾞ━━━(ﾟДﾟ;)━(　ﾟД)━(　　ﾟ)━(　　 )━(ﾟ;　 )━(Дﾟ; )━(ﾟДﾟ;)━━━ﾝ!!!! 顔文字
がーん  ｶﾞ━━━━Σ(ﾟДﾟ；)━━━━ﾝ!! 顔文字
がーん  Σ(ﾟДﾟ,,) 顔文字
がーん  Σ（ﾟдﾟlll）ｶﾞｰﾝ 顔文字
がーん  ｶﾞ━━━━(ﾟДﾟ;)━━━━ﾝ!!!! 顔文字
がーん  ｶﾞ━━━━━(；ﾟдﾟ)━━━━━ﾝ!!!! 顔文字
がーん  (ﾟДﾟlll) 顔文字
がーん  (lllﾟДﾟ) 顔文字
かえれ (・∀・)ｶｴﾚ!! 顔文字
がくがく ((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 顔文字
がくがく (((((´；ω；)))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 顔文字
がくがく ((((((((；ﾟДﾟ))))))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙｶﾞﾀｶﾞﾀﾌﾞﾙｶﾞﾀｶﾞｸｶﾞｸｶﾞｸｶﾞｸ 顔文字
かさかさ (( へ(へ´∀`)へ　ｶｻｶｻ 顔文字
がっ  ■━⊂(´･ω･`)彡ｶﾞｯ☆ 顔文字
がっ  ■━⊂( ･∀･) 彡 ｶﾞｯ☆`Д´)ﾉ 顔文字
がっくり _|￣|○ 顔文字
がっくり ＿|￣|○ 顔文字
がっくり ○|￣|＿ 顔文字
がっくり il||li _|￣|○ il||li 顔文字
がっくり ＿ノ乙(､ﾝ､)＿ 顔文字
がなー （　‘∀‘） 顔文字
がなー （‘∀‘　） 顔文字
かべ |-`) 顔文字
かべ |-ﾟ) 顔文字
かべ  |дﾟ) 顔文字
かべ  |Дﾟ) 顔文字
かべ  |ω・`） 顔文字
かべ |∀｀） 顔文字
かべ  |ﾟДﾟ)ノ 顔文字
かもーん  щ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｰﾝ 顔文字
かもーん  (屮ﾟДﾟ)屮 ｶﾓｰﾝ 顔文字
かわいそす  （´・ω・） ｶﾜｲｿｽ 顔文字
きかー  帰化━━━< `Д´>━< `Д>━< `>━<　　 >━( ` )>━(∀`)>━<(´∀` )>━━━!!!! 顔文字
ぎこ  (ﾟДﾟ；) 顔文字
ぎこ  (；ﾟДﾟ) 顔文字
ぎこ  (ﾟДﾟ;) 顔文字
ぎこ  (;ﾟДﾟ) 顔文字
ぎこ  (ﾟДﾟ ) 顔文字
ぎこ  ( ﾟДﾟ) 顔文字
ぎこ  (,,ﾟДﾟ) 顔文字
ぎこ  (ﾟДﾟ,,) 顔文字
ぎこ  (*ﾟДﾟ) 顔文字
ぎこ  (ﾟДﾟ*) 顔文字
ぎこ  ～((((((,,ﾟДﾟ) 顔文字
ぎこ  ⊂(ﾟДﾟ⊂⌒｀つ 顔文字
ぎこ  ⊂ ´⌒つﾟДﾟ)つ顔文字
ぎこ  γ⌒(,,ﾟДﾟ) 顔文字
ぎこ  (ﾟДﾟlll) 顔文字
ぎこ  (lllﾟДﾟ) 顔文字
ぎこえもん  ((=ﾟДﾟ=)ﾉ 顔文字
きたー ｷﾀ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!! 顔文字
きたー ｷﾀ Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒(｡A｡)!!!! 顔文字
きたー ｷﾀ━━━━━━＼(ﾟ∀ﾟ)／━━━━━━!!!! 顔文字
きたー ｷﾀ─wwﾍ√ﾚvv～─(ﾟ∀ﾟ)─wwﾍ√ﾚvv～─!!!! 顔文字
きたー  ｷﾀ━━━━(Дﾟ(○=(ﾟ∀ﾟ)=○)Дﾟ)━━━━━!! 顔文字
きたー ｷﾀ*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜(ﾟ∀ﾟ)ﾟ･*:.｡. .｡.:*･゜ﾟ･*!!!!顔文字
きたー  ｷﾀﾜｧ*･゜ﾟ･*:.｡..｡.:*･゜(n‘∀‘)ηﾟ･*:.｡..｡.:*･゜ﾟ･* !!!! 顔文字
きたー ｷﾀｷﾀｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ≡(ﾟ∀ﾟ≡ﾟ∀ﾟ)≡ﾟ∀ﾟ)━━━━!!!!!!!!!!!! 顔文字
きたー ｷﾀ━━━ヽ(ヽ(ﾟヽ(ﾟ∀ヽ(ﾟ∀ﾟヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾉﾟ∀ﾟ)ﾉ∀ﾟ)ﾉﾟ)ﾉ)ﾉ━━━!!!! 顔文字
きたー ｷﾀ━━━ヽ(∀ﾟ )人(ﾟ∀ﾟ)人( ﾟ∀)人(∀ﾟ )人(ﾟ∀ﾟ)人( ﾟ∀)ノ━━━!!!! 顔文字
きたー ｷﾀ━━━━（｡Ａ｡）━（ﾟ∀ﾟ）━（｡Ａ｡）━（ﾟ∀ﾟ）━（｡Ａ｡）━━━━!!!! 顔文字
きたー ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━( ﾟ∀)━( 　ﾟ)━(　　)━(ﾟ　 )━(∀ﾟ )━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!!! 顔文字



きたー ｷﾀ━━━(ﾟ∀ﾟ)━(∀ﾟ )━(ﾟ　 )━(　　)━(　 ﾟ)━( ﾟ∀)━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!!! 顔文字
きたー ｷ…（-_-）ｷ（_- ）ｷ!（-　）ｷｯ!（　　）ｷﾀ（　 ﾟ）ｷﾀ!（ ﾟ∀）ｷﾀ!!（ﾟ∀ﾟ）ｷﾀ━━!! 顔文字
きたー  ｷﾀ━━━( ´∀`)･ω･) ﾟДﾟ)ﾟ∀ﾟ）･∀･)￣ー￣)´_ゝ`)－＿)ﾟ∋ﾟ)´Д｀)ﾟーﾟ)━━━!!!!顔文字
きたー ｷﾀ━(ﾟ∀ﾟ)━!! 顔文字
きっく  ヽ (#ﾟДﾟ)ﾉ┌┛)`Дﾟ)･;' 顔文字
きとー （　^人^ ） 顔文字
きにしない  （ﾟεﾟ）ｷﾆｼﾅｲ!! 顔文字
きむ <丶｀∀´> 顔文字
きもー  ( ´;ﾟ;ё;ﾟ;)ｷﾓｰ 顔文字
きもー  ｷﾓ━━━━━(´Д｀lll)━━━━━ｯ!!!! 顔文字
きゃー ｷｬ━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━!!!! 顔文字
きゃー  （/ω＼）ｷｬｰ 顔文字
きゃー （〃▽〃）ｷｬｰ 顔文字
きゃー  （〃ω〃）ｷｬｰ 顔文字
きゃー (* ∩∩)ｷｬｰ 顔文字
きゃー (≧∇≦)ｷｬｰ 顔文字
ぎゃーす  ヾ (・ω・)ﾉｷﾞｬｰｽ顔文字
きゃっきゃ ヾ(*´∀｀*)ﾉｷｬｯｷｬ 顔文字
きゃぴ  ☆（ゝω・）vｷｬﾋﾟ 顔文字
ぎゃん 〈┼〉 顔文字
きゆ ヽ（ﾟ∀ﾟ）ﾉ 顔文字
きゅりん (・∀・)きゅりん♪ 顔文字
きょろきょろ  (ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ) 顔文字
きょろきょろ  ｷｮﾛo(･ω･= ･ω･)oｷｮﾛ 顔文字
きらーん (‘ん‘)　ｷﾗｰﾝ 顔文字
くし ―＜二：彡- 顔文字
くし ―⊂ZZZ⊃ 顔文字
くし ―{}@{}@{}- 顔文字
くし ―>ﾟ))))彡- 顔文字
くし ―∬∬∬- 顔文字
くし ―{}□{}□{}- 顔文字
くし ―＠@＠@＠- 顔文字
くちぶえ  （ﾟεﾟ）～♪ 顔文字
くちぶえ  (ﾟзﾟ)～♪ 顔文字
くっくる (ﾟ∈ﾟ ) 顔文字
くっくる ( ﾟ∋ﾟ) 顔文字
くっくる (ﾟ∈ﾟ*) 顔文字
くっくる (*ﾟ∋ﾟ) 顔文字
くっさー  (　´；ё；｀)ｸｯｻｰ 顔文字
ぐっど (*^ーﾟ)b ｸﾞｯﾄﾞ!! 顔文字
くびつり∧||∧ 顔文字
ぐふー  :(；ﾞﾟ'ωﾟ'）: ｸﾞﾌｰ 顔文字
ぐふー :(；ﾞﾟ'∋ﾟ'）: 顔文字
くまー （ ´(ｪ)｀） 顔文字
くまー （ ・(ｪ)・） 顔文字
くまー ｸﾏ━━( ・(ｪ)・)ﾟ(ｪ)ﾟ)`(ｪ)´)￣(ー)￣)´(ｪ)｀)・(ー)・)-(ｪ)-)´(ー)｀)━━!!!! 顔文字
くまー （/(ｪ)＼） 顔文字
くまー （´･(ｪ)･｀） 顔文字
くまー (　´(ｴ)ﾋｿ(´(ｴ)｀)ﾋｿ(ｴ)｀　) 顔文字
くらぶ &clubs; 顔文字
くるー ｸﾙ━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━!!!! 顔文字
くれくれ（ノ´∀｀）ノｸﾚｸﾚ 顔文字
くれくれ (ノﾟДﾟ)ノｸﾚｸﾚ 顔文字
くわとろ（■ー■） 顔文字
けいせん ┃━┏┃ 顔文字
げっつ  (σ･Д･)σｹﾞｯﾂ!! 顔文字
げっつ  (σ･∀･)σｹﾞｯﾂ!! 顔文字
げっつ  (σ´Д`)σｹﾞｯﾂ!! 顔文字
げっつ  (σ´∀`)σｹﾞｯﾂ!! 顔文字
げっつ  (σﾟ∀ﾟ)σｹﾞｯﾂ!!顔文字
げっつ  (σﾟДﾟ)σｹﾞｯﾂ!!顔文字
げら  （＾Д＾） 顔文字
げら （＾∀＾） 顔文字
げららー （　＾∀＾） 顔文字
けんもう ( ´ん`) 顔文字
けんもう (ヽ´ん`)顔文字
ごしごし  (つд⊂)ｺﾞｼｺﾞｼ 顔文字
こどもなー （´∀｀） 顔文字
こない ｺﾅ━━━━━━(・A・)━━━━━━ｲ!!!! 顔文字
こない  ｺﾅ━━━━━(´･ω･`)━━━━━ｲ… 顔文字
こない ｺﾅｲ━━━━━━━('･c_･` )━━━━━━━!!!!顔文字
こない ｺﾈ━━━━━━('A`)━━━━━━… 顔文字
こめ ※ 顔文字
こら コラコラコラコラ～ッ！(`o´) 顔文字
ごらぁ  （ ｀Д´）ゴラァ 顔文字
こらこらコラコラコラコラ～ッ！(`o´) 顔文字
ごるぁ  (#ﾟДﾟ) 顔文字
ごるぁ  (ﾟДﾟ#) 顔文字
ごるぁ  (ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!! 顔文字
さいたま (ﾟ∀ﾟ) 顔文字



ざくぐふ ((((；ﾟДﾟ))))ｻﾞｸｸﾞﾌｹﾞﾙｸﾞｸﾞ 顔文字
さくらたん ヽ(´ー`)ﾉ 顔文字
さっ |彡ｻｯ 顔文字
さっ |)彡 ｻｯ 顔文字
さっ |ミ ｻｯ 顔文字
さむいー  :(；ﾞﾟ'ωﾟ'):ｻﾑｨｰ 顔文字
ざわざわ   ( ；ﾟд)ｻﾞﾜ(；ﾟдﾟ；)ｻﾞﾜ(дﾟ； ) 顔文字
しぃ (*ﾟーﾟ) 顔文字
しぃ (ﾟーﾟ*) 顔文字
しぃ (*ﾟー^) 顔文字
しー (*ﾟーﾟ) 顔文字
しー (ﾟーﾟ*) 顔文字
じー  |дﾟ) 顔文字
じー  |Дﾟ) 顔文字
じー  |ω・`） 顔文字
じー |-`) 顔文字
じー -=・=- 　-=・=- 顔文字
じー  (´&#9691;ω&#9691;｀)ｼﾞｰ 顔文字
じー  :.:.::|д&#9737;|:::.::　ｼﾞｰ 顔文字
じえん (･∀･) 顔文字
じさくじえん (･∀･) 顔文字
じさくじえんでした (･∀･)ｼﾞｻｸｼﾞｴﾝﾃﾞｼﾀ!! 顔文字
しなー （　｀ハ´） 顔文字
しなー （｀ハ´　） 顔文字
じみー ,ゞ ._,ﾉ,∠_・ ） ｒ'，）　 顔文字
じむ ヽ（凸）ﾉ顔文字
しめじ  (ﾟдﾟ)ｼﾒｼﾞ 顔文字
じゃ ﾉｼ 顔文字
しゃき  (`･ω･´) 顔文字
しゃき  (`･ω･´)ゞ 顔文字
しゃきーん  (`･ω･´)ｼｬｷｰﾝ 顔文字
しゃきーん  m9っ(`･ω･´)ｼｬｷｰﾝ 顔文字
しゃきーん  …(`･ω:;.:...　　　(`･ω･´)ｼｬｷｰﾝ 顔文字
じゅうえん  (,,ﾟДﾟ)つ⑩ 顔文字
じゅる ( ´￢`)ｼﾞｭﾙ 顔文字
しょうめん  （ ﾟдﾟ ） 顔文字
しょぼ  (･ω･) 顔文字
しょぼ  (´･ω･`) 顔文字
しょぼ  (・ω・｀ ) 顔文字
しょぼ  ( ´･ω･) 顔文字
しょぼ  ( ´･ω･)人(・ω・｀ ) 顔文字
しょぼ  ヾ (･ω･)ﾉﾞ 顔文字
しょぼ  ヾ (´･ω･`)ﾉﾞ 顔文字
しょぼ (ΦωΦ) 顔文字
しょぼ  (´･д･`)・・・ 顔文字
しょぼ  (´-ω-`) 顔文字
しょぼ  (´；ω；`) 顔文字
しょぼーん  (´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ顔文字
しょぼーん  ｼｮﾎﾞ━(｀･ω･´)━( ｀･ω)━( 　｀･)━(　 　 　)━(･` 　)━(ω･` )━(´･ω･`)━ﾝ… 顔文字
しょぼーん  ｼｮﾎﾞ━━(´･ω･`)　　　(´･ω:;.:...　　　(´:;...::;.:. ::;... .....━━ﾝ… 顔文字
しらね (ﾟ⊿ﾟ)ｼﾗﾈ 顔文字
しらねーよ ( ´ー｀)　＜ シラネーヨ 顔文字
しらんがな  (´･ω･`)知らんがな 顔文字
ずがーん  ｽﾞｶﾞ━━━━Σ（´Д｀ ）━━━━ﾝ!! 顔文字
ずがーん  ｽﾞｶﾞｰﾝΣ（´Д｀ ） 顔文字
ずこー ○|＿|￣ ＝§ｽﾞｺｰ 顔文字
ずこー ヽ/ 冫、）ノ　ｽﾞｺｰ 顔文字
ずざー  ⊂（ﾟДﾟ⊂⌒｀つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡ 顔文字
すずすいー ～(´∀｀～)ｽｽﾞｽｨｰ 顔文字
すっこんろ (・∀・)ｽｯｺﾝﾛ!! 顔文字
ずびし  ｽﾞﾋﾞｼΣm9 （´Д｀ ） 顔文字
すぺーど &spades; 顔文字
すまいる &#9787; 顔文字
すまいる &#9786; 顔文字
せふせふ  ⊂（＾ω＾）⊃ｾﾌｾﾌ!! 顔文字
そっかー (･c_･`)ｿｯｶｰ 顔文字
それだ m9(・∀・)ｿﾚﾀﾞ!! 顔文字
たーん  ;y=ｰ( ﾟдﾟ)･∵. ﾀｰﾝ 顔文字
たいーほ  ﾀｲ*･゜ﾟ･*:.｡.:*･゜||Φ(|´|・|ω|・|｀|)Φ||ﾟ･*:.｡..*･゜ﾟ･*ﾎ!! 顔文字
たいーほ  ﾀｲ━━━━||Φ|(|´|Д|`|)|Φ||━━━━ﾎ!! 顔文字
たいーほ  ﾀｲ━━━━||Φ|(|ﾟ|∀|ﾟ|)|Φ||━━━━ﾎ!! 顔文字
だいや &diams;顔文字
たかし (^p^) 顔文字
たかし (^q^) 顔文字
たのむ (人∀・)ﾀﾉﾑ 顔文字
たばこ  (；ﾟДﾟ)y─┛~~~~ 顔文字
たばこ  (；´Д`)y─┛~~~~ 顔文字
たばこ  (,,ﾟДﾟ)y─┛~~~~顔文字
たばこ ( ´ー`)y─┛~~~~ 顔文字
たばこ  （´Д｀）-y~~~ 顔文字



たまのしっぱい  (´･ω･`)三三) (´･ω･`)| (´･ω･と_) )) たまの失敗はスパイスかもね♪ 顔文字
たりー  ⊂⌒~⊃｡Д｡)⊃　ﾀﾘｰ 顔文字
たりー  つ´Д`)つﾀﾘｰ 顔文字
ちちょんまんち (℃ﾟ　) 顔文字
ちびぎこ  ( ･д･) 顔文字
ちびぎこ  (･д･ ) 顔文字
ちびぎこ  (･Д･,,) 顔文字
ちびぎこ  (,,･Д･) 顔文字
ちびしぃ (,,ﾟーﾟ) 顔文字
ちびふさ ミ,,・∀・,ﾐ 顔文字
ちゃーはん  (；｀・ω・)っ━ヽニニフ)) ⌒･ﾟ･｡ 顔文字
ちゃぶだい ┻━━┻ 顔文字
ちゃぶだい  (ﾉ`Д´)ﾉ 彡┻━━┻ 顔文字
ちゅー (* ^) 顔文字
ちゅー (*´3`) 顔文字
ちょうせんせい  ＜　｀ш´＞ 顔文字
ちら  （/ω･＼）ﾁﾗ 顔文字
ちんぽっぽ  (*‘ω‘ *) 顔文字
つぅ (*ﾟ∀ﾟ) 顔文字
つぅ (ﾟ∀ﾟ*) 顔文字
つー (*ﾟ∀ﾟ) 顔文字
つー (ﾟ∀ﾟ*) 顔文字
つうほうしますた  通報しますた ｽﾞﾋﾞｼΣm9 （´Д｀ ） 顔文字
つづけたまえ   (´＾ω＾｀) ﾂﾂﾞｹﾀﾏｴ! 顔文字
っぱ  (・ω・)ノ■ 顔文字
つぱ  (・ω・)ノ■ 顔文字
つまんね (ﾟ⊿ﾟ)ﾂﾏﾝﾈ 顔文字
つり  (；＾ω＾)o/――――～>ﾟ))))彡 顔文字
でぶ  ( ´)Д(`) 顔文字
でむぱ （　（　( ( ( (ﾟ∀ﾟ) ) ) ）　）　） 顔文字
てれほまん ／´∀｀;:::＼ 顔文字
てれほまん ／:::;´∀｀＼ 顔文字
どくお ('A`) 顔文字
どくろ &#9760; 顔文字
とさつ 屠殺 顔文字
どどど  ┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨ 顔文字
とほー  （´ω｀）・・ﾄﾎｰ 顔文字
とぼとぼ  λλλλλλ............ﾄﾎﾞﾄﾎﾞ 顔文字
とららー ┝・∀・┥ 顔文字
とり (ﾟ∈ﾟ*) 顔文字
とり (*ﾟ∋ﾟ) 顔文字
とんどる ㌧㌦ 顔文字
なおるよ ('(ﾟ∀ﾟ∩顔文字
なおるよ (^( ﾟ∀ﾟ)^) 顔文字
なかーま  ( ´･ω･)人(・ω・｀ )ﾅｶｰﾏ 顔文字
なかーま (・∀・)人(・∀・)ﾅｶｰﾏ 顔文字
なかのひと /　´_ゝ`） 顔文字
なっち （●´ー｀●） 顔文字
なっち （（（（●ﾟーﾟ●））））ﾅﾁﾅﾁﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 顔文字
ななめぎこ （ﾟ々。） 顔文字
なにょりーな （　 ｡∈∋｡） 顔文字
なみだ  ｡゜(ﾟ´Д｀ﾟ)゜｡ｳｧｧｧﾝ 顔文字
なみだ  ｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡ 顔文字
なみだ  （ ´Д⊂ヽ 顔文字
なみだ  ・ﾟ・(つД｀)・ﾟ・ 顔文字
なみだ ｡･ﾟ･(ﾉ∀`)･ﾟ･｡ 顔文字
なみだ  (´；ω；`) 顔文字
なみだ  (ﾉД`) 顔文字
なみだ (T T) 顔文字
なみだ  (つД`) 顔文字
なむー (‐人‐) 顔文字
なむなむ (‐人‐) 顔文字
なもー ﾐ,, ´∀｀ﾐ 顔文字
なもー ﾐ´∀｀ ,,ﾐ 顔文字
なもなも (‐人‐) 顔文字
なんだってー  (；･`д･´)な、なんだってー！！(`･д´･(`･д´･；) 顔文字
なんだと (;:. @益@) 顔文字
なんちて なんちて（ ´ｗ｀） 顔文字
なんてこったい なんてこったい！／(^o^)＼ 顔文字
なんでだろう (´-`).｡oO() 顔文字
にだー ﾆﾀﾞ━━━━━<｀∀´>━━━━━!!!! 顔文字
にだー  <丶´Д｀> 顔文字
にだー  <丶｀Д´> 顔文字
にだー <丶｀∀´> 顔文字
にだー  Σ<｀Д´lll> 顔文字
にだー <=（ ´∀｀） 顔文字
にだーちょ <丶｀≧´> 顔文字
にだだー <丶・∀・> 顔文字
にやにや (･∀･)ﾆﾔﾆﾔ 顔文字
にやり (￣ー￣)ﾆﾔﾘ 顔文字



にゅーそくん {´┴｀} 顔文字
にゅっ  （ ＾ν＾） 顔文字
にんじゃ |/ﾟUﾟ| 顔文字
にんじゃ |ﾟUﾟヽ| 顔文字
ぬっへっほー (･∀･∀･)ﾇｯﾍｯﾎｰ 顔文字
ぬへほ (･∀･∀･)ﾇｯﾍｯﾎｰ 顔文字
ぬるぽ （　´∀｀）＜ ぬるぽ 顔文字
ねー  (*´ω`)(´ω`*)ﾈｰ 顔文字
ねー  (*´･д･)(･д･`*)ﾈｰ 顔文字
ねー  (*´･ω･)(･ω･`*)ﾈｰ 顔文字
ねーの （　｀ー´） 顔文字
のいぽー （ ´ {}｀） 顔文字
のし  (･ω･)ﾉｼ 顔文字
のし  (´･ω･`)ﾉｼ 顔文字
のし  (ﾟДﾟ)ﾉｼ 顔文字
のし （´∀｀）ﾉｼ 顔文字
のし (・∀・)ﾉｼ 顔文字
のちー  （・Θ・）ノチー 顔文字
のの (　´ⅴ｀)顔文字
のの (　｀ⅴ´)顔文字
のの (lll´ⅴ｀)顔文字
のの  Σ(´ⅴ｀lll) 顔文字
のの  Σ(　´ⅴ｀) 顔文字
のの (　TⅴT) 顔文字
のの (*´ⅴ｀) 顔文字
のびー  ⊂⌒~⊃｡Д｡）⊃ 顔文字
のびー ⊂ ´⌒つﾟーﾟ)つ 顔文字
のびー ⊂ ´⌒つ´∀｀)つ 顔文字
のびー  ⊂ ´⌒つﾟДﾟ)つ顔文字
のびー ⊂ ´⌒つ・∀・)つ 顔文字
のびー ⊂(ﾟーﾟ⊂⌒ヽつ 顔文字
のびー ⊂⌒~つ´ー｀）つ 顔文字
のびー  ε≡Ξ⊂ ´⌒つ´∀｀)つ 顔文字
のろまーす  (ΦДΦ)呪まーす 顔文字
はぁ  (ﾟДﾟ)ﾊｧ? 顔文字
はぁー  （　´Д｀）＜はぁー 顔文字
ばーか  ヾ (ﾟдﾟ)ﾉﾞ ﾊﾞｰﾔﾊﾞｰﾔ 顔文字
はーと &hearts; 顔文字
はーと &#9825; 顔文字
はーと &#9829; 顔文字
はぁはぁ (*ﾟ∀ﾟ)=3ﾊｧﾊｧ 顔文字
はぁはぁ (；ﾟ∀ﾟ)=3ﾊｧﾊｧ 顔文字
はぁはぁ  (*´д`*)ﾊｧﾊｧ 顔文字
はぁはぁ  (；´Д`)ﾊｧﾊｧ 顔文字
はぁはぁ  (*´Д`)ﾊｧﾊｧ 顔文字
はぁはぁ ｌ ＼ァ ｌ ＼ァ 顔文字
はぁはぁ ／/ア／/ア 顔文字
はぁはぁ /ヽァ/ヽァ 顔文字
はぁはぁ  (*´Д`)ﾊｧﾊｧ/lｧ/lｧ/ヽァ/ヽァ ﾉ　＼ア ﾉ　＼ア　／　＼ ア ／　＼ ア 顔文字
はぁはぁ  (;｀Д´)/ﾊｧﾊｧ 顔文字
はぁはぁ  (;´Д`)ﾊｧﾊｧ　(;´　　Д`)ﾊｧﾊｧ　(;´　　　Д　`)ﾊｧﾊｧﾊｧﾊｧ　:.` ;:.･∵　ﾟ　д:.` 顔文字
はぁはぁ  '`ｧ '`ｧ '`ｧ '`ｧ（；´Д｀）'`ｧ '`ｧ '`ｧ '`ｧ 顔文字
はぁはぁ  (;´Д(;´Д(;´Д(;´Д｀)Д｀)Д｀)Д｀)ﾊｧｧﾊｧｧﾊｧｧﾊｧｧ 顔文字
ばーや  ヾ (ﾟдﾟ)ﾉﾞ ﾊﾞｰﾔﾊﾞｰﾔ 顔文字
ぱーん  （ ‘д‘）⊂彡☆))Д´）ﾊﾟｰﾝ 顔文字
ぱーん  (　・∀・)⊂彡☆))Д´）ﾊﾟｰﾝ 顔文字
ぱいぱんきょうだい （6　・ ｣・） 顔文字
ばか  βακα..._〆(ﾟ▽ﾟ*) 顔文字
ばくだん ●~~ﾟ" 顔文字
はげ 彡⌒ ミ 顔文字
はっ  Σ(ﾟДﾟ,,) 顔文字
はっ  Σ(ﾟ∀ﾟ ) 顔文字
はっ  Σ(ﾟДﾟ；) 顔文字
はっ  Σ（´Д｀ ） 顔文字
はっ  Σ（￣□￣；） 顔文字
はっ  Σ(ﾟДﾟ；≡；ﾟдﾟ)顔文字
はっ  Σn(‘д‘n) 顔文字
はつ 癶 固有名詞
はめはめ （ノﾟ∀ﾟ)ノ 顔文字
ばんじゃーい  ∩( ・ω・)∩　ばんじゃーい 顔文字
ぱんち  o(#ﾟДﾟ)_‐=o)`Дﾟ)･;' 顔文字
ぱんちょりーな  （´ω｀） 顔文字
ぴー  ｡ﾟ(ﾟ´ω`ﾟ)ﾟ｡ﾋﾟｰ 顔文字
びーぐる ▼･ェ･▼ 顔文字
びしっ  (`･ω･´)ゞﾋﾞｼｯ!! 顔文字
びしっ m9(・∀・)ﾋﾞｼｯ!! 顔文字
ひそひそ  ﾋｿﾋｿ(　´)n (´д｀)ｴｰ 顔文字
ひそひそ  (　´д)ﾋｿ(´д｀)ﾋｿ(д｀　) 顔文字
ひたひた  /　 =ﾟωﾟ)　ﾋﾀﾋﾀ顔文字
ひっきー (-＿-) 顔文字



ぴょんやん  ﾋﾟｮﾝ(　ﾟдﾟ)ﾔﾝ 顔文字
ひらめき  ( ´･ω･`)＜ ))　 ♪ 　(( ＞(´･ω･` )　ひらめきキラメキ　もひとつ見つけた♪ 顔文字
ひろゆき （　´∀｀） 顔文字
ひろゆき (￣ー￣)ﾆﾔﾘｯ 顔文字
ひろゆき   ﾘ￣ε￣ﾘ 顔文字
ぶいーん  ノθﾞﾞﾌﾞｨｨｨｨｲｲｲﾝ 顔文字
ぶいーん  (；´Д｀)ノθﾞﾞ　ﾌﾞｲｨｨｨｨﾝ 顔文字
ぶいーん  (;´Д｀)ﾉθﾞﾞ ｳﾞｲｨｨｨｨﾝ 顔文字
ぷー  (・ε・) 顔文字
ぷー  (ﾟзﾟ)ﾌﾟｰ 顔文字
ふーん ふ━━（　´_ゝ`）━━ん 顔文字
ふーん （´く_`　） 顔文字
ふーん （　´_ゝ`） 顔文字
ふーん  （　´_ω`） 顔文字
ぶーん  ⊂二二二（　＾ω＾）二⊃ﾌﾞｰﾝ 顔文字
ぶーん  （＾ω＾；） 顔文字
ぶーん  （　＾ω＾） 顔文字
ぶえー  (ﾟΣﾟ)ﾌﾞｴｰ 顔文字
ふぇらーちょ （　･≧･） 顔文字
ふぉんとに  Σ（´Д｀ ﾌｫﾝﾄに!? 顔文字
ぷぎゃー  m9(＾Д＾) 顔文字
ぷぎゃー  m9(＾Д＾)ﾌﾟｷﾞｬｰ 顔文字
ぷぎゃー  m9(^Д^≡^Д^)9m 顔文字
ぶさいく (　´`ω´) 顔文字
ぶさいく (`ω´`　) 顔文字
ぶさいく 「´`ω´`ω´」 顔文字
ぶさいく (´`ω´｀) 顔文字
ぶさいく ⊂ ´⌒つ´`ω´)つ 顔文字
ぶさいく (ω´`　 ) 顔文字
ふさぎこ  ミ ﾟДﾟミ 顔文字
ふさぎこ  ミﾟДﾟ ミ 顔文字
ふさぎこ  ミ,,ﾟДﾟ彡 顔文字
ふさぎこ  ミﾟДﾟ,,彡 顔文字
ふさもららー 彡 ・∀・ ミ 顔文字
ふじさん ／^o^＼ﾌｯｼﾞｯｻｰﾝ 顔文字
ぷっ (´ﾟc_,ﾟ` ) 顔文字
ぷっ （ ´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ 顔文字
ぷっ (´`c_,´` ) 顔文字
ぷっ （　ﾟ,_･･ﾟ）ﾌﾞﾌﾞﾌﾞｯ 顔文字
ふっさーる  ミ,,ﾟДﾟ彡 顔文字
ふっさーる  ミﾟДﾟ,,彡 顔文字
ぷに  （　´∀｀）σ)Д`) 顔文字
ぷに  (,,ﾟДﾟ)σ)Д`) 顔文字
ぷにぷに  ヾ (oﾟωﾟo)ﾉﾞ プニプニ！プニプニ！ 顔文字
ふふふ  (　´`ω´)ﾌﾌﾌ 顔文字
ぶぼぼ  ブボボ（｀；ω；´）ﾓﾜｯ 顔文字
ぶぼぼ  （｀；ω；´） 顔文字
ふるふる  (ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ) 顔文字
ぶれいど （0ｗ0） 顔文字
ぶれいど ｳｪ━━━━━━（0ｗ0）━━━━━━ｨ!!!!! 顔文字
ぷんすこ  (#ﾟДﾟ)ノ ﾌﾟﾝｽｺｯ！ 顔文字
ぷんぷん  ヽ (`Д´)ﾉ 顔文字
ぺ （ ﾟﾍﾟ） 顔文字
へぇ (　･∀･)つ〃∩ﾍｪｰ 顔文字
へー (　･∀･)つ〃∩ ﾍｪｰﾍｪｰﾍｪｰﾍｪｰ 顔文字
へー （´･∀･`）ﾍｰ 顔文字
ぺっ  (,,ﾟдﾟ) ､ﾍﾟｯ 顔文字
ぺっ  ( ﾟдﾟ) ､ﾍﾟｯ 顔文字
ぺっ  ｶｰｯ(ﾟ⊿ﾟ≡ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ 顔文字
ほー （´・0・`）ﾎｰ 顔文字
ぽかーん  ( ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ 顔文字
ぽかーん  (　ﾟдﾟ) 顔文字
ほし ☆ 顔文字
ほし  ☆彡 顔文字
ほし &#9685; 顔文字
ほし &#10026; 顔文字
ほすい  (ﾟдﾟ )ﾎｽｨ… 顔文字
ほすい  ( ﾟдﾟ)ﾎｽｨ… 顔文字
ぼっきあげ  ヽ (`Д´)ﾉﾎﾞｯｷｱｹﾞ 顔文字
ほっしゅ  ミ･д･ミ顔文字
ほっしゅ  ﾐ･д･ﾐ 顔文字
ぼるじょあ （・３・） 顔文字
ぼんばーまん |::.| ｨｪｧ ｨｪｧ|| 顔文字
ぽんぽん o(´□｀o)ぽんぽん！ 顔文字
まぁ  Σn(‘д‘n) 顔文字
まずー  (ﾟдﾟ)ﾏｽﾞｰ 顔文字
まだー ﾏﾀﾞｧ-? （･∀･ ）っ/凵⌒☆ﾁﾝﾁﾝ 顔文字
またーり ヽ(´ー`)ノﾏﾀｰﾘ 顔文字
またーり ﾏﾀ━━ヽ(´ー`)ノ(ﾉ´ｰ`)ﾉ(ﾉ´ｰ)ﾉ( ﾉ´)ヽ(　 　)ノヽ(ｰ`ヽ)ヽ(´ｰ`ﾉ)ヽ(´ー`)ノ━━ﾘ 顔文字
またっ  (#ﾟДﾟ)ノ ﾏﾀｯ！ 顔文字



またんき ヽ(・∀ ・)ﾉ 顔文字
まどぎわ (　´ⅴ｀)顔文字
まどぎわ (　｀ⅴ´)顔文字
まどぎわ (lll´ⅴ｀)顔文字
まどぎわ  Σ(´ⅴ｀lll) 顔文字
まどぎわ  Σ(　´ⅴ｀) 顔文字
まどぎわ (*´ⅴ｀) 顔文字
まどぎわ (　TⅴT) 顔文字
まゆ _, ,_ 顔文字
まりも  ミ･д･ミ顔文字
まりも  ﾐ･д･ﾐ 顔文字
まんせー  <ﾉ｀Д´>ﾉ ﾏﾝｾｰ 顔文字
まんせー ヽ(´ー｀)ノ ﾏﾝｾｰ 顔文字
まんどくせ ('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ 顔文字
みっふぃー (・x・) 顔文字
みんな  /　　 |´・ω・`|　＼　みんな～ 顔文字
むちゅー ( ´3`)ﾑﾁｭｰ 顔文字
むっはー (；ﾟ∀ﾟ)=3ﾑｯﾊｰ 顔文字
むりむり (ヾﾉ･∀･`)ﾑﾘﾑﾘ顔文字
めもめも  φ（．．）ﾒﾓﾒﾓ・・・ 顔文字
めもめも ..._〆(．．)ﾒﾓﾒﾓ・・・ 顔文字
めもめも ..._〆(ﾟ▽ﾟ*) ﾒﾓﾒﾓ 顔文字
めんどくせ ('A`)ﾒﾝﾄﾞｸｾ 顔文字
もうこねえよ  ヽ (`Д´)ﾉ ﾓｳｺﾈｴﾖ!! 顔文字
もうだめぽ  もうだめぽ（ ´Д⊂ヽ 顔文字
もっこり ＿ﾄ￣|○ 顔文字
もなー  （　´д｀） 顔文字
もなー  （´д｀　） 顔文字
もなー  （´Д｀　） 顔文字
もなー  （　´Д｀） 顔文字
もなー （　´ー｀） 顔文字
もなー （´ー｀　） 顔文字
もなー  （；´Д｀） 顔文字
もなー  （´Д｀；） 顔文字
もなー （　´∀｀） 顔文字
もなー （´∀｀　） 顔文字
もなか |ハ｀∀´ﾉ 顔文字
もなか （｀∀´ハ| 顔文字
もにゅ  (っ・ω・)っ 顔文字
もねー （　＾×＾） 顔文字
もねー （＾×＾　） 顔文字
もねー （´∇｀） 顔文字
もねー （　＾∀＾） 顔文字
もねー （＾∀＾　） 顔文字
もらこ （〟・∀・） 顔文字
もららー （；ﾟ∀ﾟ；） 顔文字
もららー （；・∀・） 顔文字
もららー （・∀・；） 顔文字
もららー （　・∀・） 顔文字
もららー （・∀・　） 顔文字
やたー ﾔﾀ━━━━━━ヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾉ ━━━━━━!!!! 顔文字
やめたまえ  (`･ω･´) ｺﾗ!ﾔﾒﾀﾏｴ! 顔文字
やめて  ヽ (；´Д｀)ノ 顔文字
やるお （●） 　（●） 顔文字
やれやれ ┐(´ー`)┌ 顔文字
やれやれ ┐(ﾟ～ﾟ)┌ 顔文字
やれやれ ┐(´～`；)┌ 顔文字
やれやれ  ┐(´д｀)┌ 顔文字
ゆうすけ (`ν` ) 顔文字
ゆび m9 顔文字
ゆび m9っ 顔文字
ゆんゆん （　（　( ( ( (ﾟ∀ﾟ) ) ) ）　）　） 顔文字
ようじょ  ょぅιﾞょ顔文字
よしよし ヽ (･ω･｀)ﾖｼﾖｼ 顔文字
よしよしヽ(´ー｀ )ﾖｼﾖｼ 顔文字
よしよし ヽ (ﾟДﾟ,,)ﾖｼﾖｼ 顔文字
よだれ  (´ρ`) 顔文字
よだれ (´￢`) 顔文字
よだれ  (ﾟρﾟ) 顔文字
よぼーん  ( "･ω･゛) 顔文字
らじゃー  (`Д´)ゞ顔文字
らじゃー  (`･ω･´)ゞ 顔文字
りんこ ﾘ/__・ﾘノ 顔文字
れもな |ﾟﾉ ＾∀＾） 顔文字
れもな （＾∀＾ヾ| 顔文字
れもな ゝ’ワ’ﾉ顔文字
わーい ＼(^o^)／ 顔文字
わーい ヽ(´ー`)ノ 顔文字
わーい ヽ(´▽`)ノ 顔文字
わーい ヽ（ ´_ゝ`）ノ 顔文字



わーい ヽ（・∀・）ノ 顔文字
わーい ヽ(ﾟ∀ﾟ)ノ 顔文字
わーい ヽ（´∀｀）ノ 顔文字
わーい  (n‘∀‘)η 顔文字
わーん  ヽ (`Д´)ﾉｳﾜｧｧｧーﾝ!! 顔文字
わーん  ヽ (`Д´)ﾉ 顔文字
わかんないんです わかんないんです（＞＜） 顔文字
わくてか （0゜・∀・）ﾜｸﾜｸﾃｶﾃｶ 顔文字
わらい '`,､'`,､'`,､('∀`)'`,､'`,､'`,､ 顔文字
わらい ( ﾟ∀ﾟ)ｧﾊﾊ八八ﾉヽﾉヽﾉヽﾉ ＼ﾉ ＼ / ＼ / ＼ 顔文字
わらい '`,、'`,、'`,、(´▽`) '`,、'`,、'`,、 顔文字
わらい （笑） 顔文字
わろぴょこす  (*ﾟДﾟ) ﾜﾛﾋﾟｮｺｽ 顔文字
わんわんお  (∪＾ω＾)わんわんお！ 顔文字
んふんふ  (;´Д｀)ﾝﾌﾝﾌ 顔文字


