
My Pet Girfriend

<Page.1>
Have you ever wondered what would it be like all of a sudden the world as you know it ceased to
exist?
Well I do.
See, I'm a cat... But, I wasn't always a cat... once a time, I was human.　→あなたは今までに、自分

の存在が何か別のモノに変わってしまう……そんなことを想像したことがありますか？　私

はあります。私は猫。でも、かつて私は人間だったのです……

Ahhghh!　I hate it when this place is do dead!　→あー！　イライラする、早く帰ってくれない

かな！

Well, at least you got a customer, Sam.→　まぁまぁ、あの人は一応お客さんだから。な、サム。

Pffft! That chick? Please. She just ordered a coffee and she already wants her check.　→あぁん、も

うっ！　あの若い女の人。コーヒー頼んで、勘定すでに済ませたのにまだいるのよ。

That red headed girl is me...or at least was me.→あのオレンジ色の髪の女の子が私……少なくと

〟も〝私だった 。

Thank you! please stop by Ahop again!　→ご利用ありがとうございました。また Ahop にお越し

くださいませ。

Hmm...She actually left a tip.　→うーむ、ちゃんとチップは置いて行ったわね。

What the hell is this powder stuff?!　→うわぁっ！　もう、何この粉…

<Page.2>
Oh! Who cares about powder! A twenty dollar tip!!! →おぉ！　粉のことはもういいわ。　それよ

り、20 ドル（2000 円相当）もチップがある！

Now I can treat myself to a mani...→　やった！　ラッキーって……

Cure...?→　あれ……？

Shit!　What happened to my hands?! Claws?!　→やだ！　どうしちゃったの？　手の爪が伸び

た？

Oh-No!→　えぇっ！？

W-what is that thing?→　お、お尻が変…

A T-tail?! This can't be real!→　し、しっぽ？　嘘でしょ！！

<Page.3>
There's something wrong with my face.→　顔も何か変。ムズムズする…

Did I grow a muzzle?→　マズルに…なって…る？

AHH!　→いやぁああん！

Ngh  Ngh　→　はぁ　はぁ

My chest is...→　お、おっぱいが…

is huge! What the fuck! my tits too?!→　おっきくなった！？　ヤダ、乳首も立ってる。

<Page.4>



I gotta get out of here before someone sees me.→　耳も……誰かに見られる前にここを出なくち

ゃ。

OK.I just got to stay out of sight and I'll be fine.→　よし……その前に、何か隠す物は……

A hat! perfect!　→あ！　帽子！

This should cover up my ears long enough to get to Mike's.→　マイクの家に行くまでは、これで

耳を隠せるわ。

Hakim!　→きゃー！

Sam? Is that you? What happened to your face?　→サム？　何驚いてるの？　あれ、どうしたの

その顔？

Ugh...ugh...Well you see I accidently ate some nuts in the back...and ugh, I'm allergic...so ugh...→　え、

えーっと…そ、その、さっきナッツ食べちゃって、そしたらアレルギー反応みたいなの出ち

ゃって……

<Page.5>
I'm gonna have to go see my allergist now.
Can you tell Tim, I gotta go?　→だ、だから、お医者さん行かなくちゃ。ティム、バイト早上り

して行っていいかな？

Yes of course! It's an emergency after all. you know. I didn't even know we had nuts!　→わかった。

バイトのことは言っておくよ。お大事に。
I moved to L.A. A year ago in hopes of becoming an actress. Alone in this town. There was only one
person I trusted.　→私は一年前にロサンゼルスを引っ越した。女優になるために。町では一人

ぼっちだけど、一人だけ頼りになる人がいた。

My boyfriend.　→私のボーイフレンド。

Surely he would understand...and still love me.　→彼ならきっとわかってくれるはず…まだ私を

愛してくれるはず…

Who would be knocking at my door at this hour?　→誰だ？　こんな時間にドアを叩くなんて？

Mile. You got to help me! I'm turning into some weird cat creature!　→マイク！　ねぇ、私を助け

て！　猫みたいな姿に変身していっちゃうの！

Sam is that you?!　→サ、サムなのか！？

<Page.6>
Well at least the transformation has stopped.　→変身は止まったみたい…

Well you know you can always crash with me until we can figure this out.　　→その姿では外に出

られないな、仕方が無い、今日はここに泊まりな。

So ugh... Can I get you something? Are you hungry or thirsty?　→えーっと、何か持って来るよ。

お腹が空いているか、喉が渇いていない？

Milk...　→ミルク…

in a saucer...　→受け皿に入れて…

Sam?　→大丈夫か？

Sorry, I can't help myself.　→ごめんなさい…でも我慢できないの。



Here you go Sam. You know this stuff is gonna put you to sleep, right?　→はい、どうぞ。これを飲

んだら今日は寝た方がいい。

<Page.7>
A dog!　→きゃー！　犬！

Sam It's just Daisy. My dog remember?　→サム。この雌犬は俺のペットのデイジーだよ、覚え

てない？

D-Daisy. right your dog.　→デ、デイジー？　貴方の犬…

I feel like I can almost understand her. →見たことなかったかな？　最近飼い始めたんだ。

Come on babe, That's silly. She's an animal.　→邪魔が入ったね、さぁ、こっちにおいで。

Run?　→逃げて（ラン）？

Mmm...Why is every getting so dark?　→あれ……何故かすごく眠い……

<Page.8>

Mmm...　→むぅ……

That Smell...　→何かにおう…

It's so familiar...　→どこかで嗅いだことがあるような…

Well that should help her transformation come along.　→ふふ、これで彼女の獣化を促進できる

わ～。

Coffee...　→コーヒーのにおい…

Ngh!　→痛ッ！

Aww...Pussy cat is finally awake.　how'd you sleep babe?　→あ、目が覚めちゃったかい、子猫ち

ゃん。よく眠れたかな？

Mike? and...you! You're the girl who came to my job.　→マイク…？　と…あ、貴女は！？　貴女

はアルバイト中にいた人！

Glad you remember me.　→あらぁ～、覚えてくれていて光栄だわ～。

<Page.9>
Ung!　→ふぎゃっ！

How could you?　→な、何をしたの？

Now,now. Don't strain yourself Sam.　→まあまぁ、そう焦るなって、サム。

Yeah, you wouldn't want to pass out again, would you?　→そうそう、貴女はじっくり獣化してい

くんだからね。
Hey Tasha, Why don't you get into that dress I like for dinner tonight?
I wont be long.　→なぁ、ターシャ。今夜一緒にディナーでもしないか？　夜はまだまだ長い

ぜ。

Sure thing sexy"wink"　→あら～、それは良い提案ね。

Nice knowing you Samantha. Next time I see you, You'll be my pet.　→さようなら、サマンサ。次

に会う時は、私のペットになっているかしらね～、うふふ。

N-no! It's started again!　→イ、イヤッ！　また変身が始まった！

<Page.10>



Shit!　→痛ッ！

Nghya!　→ぎにゃぁっ！

Please...　→お願い…

Help me!　→私を助けて…

My legs！ 　→あ、足が！

?!　→あぁっ！

<Page.11>
My fingers are fusing!　→ゆ、指が……くっ、くっついていく！

M-my hands!　→わ、私の手が！

Please..　→イヤよ…

Ngh!!　→痛ぁっ！！

<Page.12>
Turn me back to...　→元に…戻って…

Nghh...normal!　→ふぎゃぁっ…お願い…

Mike, please I can't take this change!　→マイク、この変身を止めて！

I can't change you back babe, I still want to have fun with you!　それは無理だね。それに、俺はま

だサムと楽しんでいないぜ。

<Page.13>
Oh god! Mike!  →オーマイガ―！　マイク…

How do you like that Sam?　→気持ちいいか、サム？

Take it like the dirty animal you are!　→君はもう汚れた動物だ！

Ahn!　→ああんっ！

That's a good girl.　→いい子だ。

AH!　→あはっ！

<Page.14>
I can tell you're enjoying your last moments on humanity. Lemme hear you moan baby!　→俺は君が

人間として最期の瞬間まで気持ち良くしてやるよ！

Meow!　→みゃぅ！

Mya! Ah!　→にゃぁっ！　あはん！

Shit, she's already started shrinking. she's gonna be too small to fuck.　→チッ、もう体が小さくな

り始めたか…くそっ。

<Page.15>
Too bad. I was able to finish with Daisy when she turned.　→最悪だ。デイジーを獣化させた時は

イクところまでヤれたのに。

No matter. I wont let this load go to waste!　→まぁいい、このまま抜こう。

Open wide furball. Here comes your nice warm,thick milk.　→ほら、口を開けて。あったかい濃

厚なミルクだよー、ハハッ！



Mphh!　→んみ゛ゃぁっ！

<Page.16>
My bones started to break and bend. My body was tight and tense.
　→体の骨が曲がっていく…縮んでいく体が苦しい…

Nya!　→にゃぁぁっ！

The last legs of my transformation was intense...　→最後の変身の足の変形はとても痛かった…

Nghh!　→ふぎゃぁぁぁっ！

Humiliating...　→屈辱的…

・・・

And of course...painful.　→痛いのは体だけじゃなくて心も。

<Page.17>
You would think my story would end there.　→貴方は私の身に起こったことについてどう思いま

すか？

Not quite. I may look like your ordinary house cat. But I, Samantha Burns, was behind all that fur.　→

・貴方が私を見ると家に飼われている普通の猫に見えるでしょう。でも私は人間のサマンサ

バーンズ…
I wasn't just planning on being his "Pet girlfirend", I had plans for revenge, luckily. Daisy shared my
ambitions and together we got justice.　→私は彼の『彼女ペット化』計画を阻止するために、復

讐の機会をうかがっていた。幸運にも、犬にされたデイジーの協力を得ることが出来た。

With my agility and Daisy's nose, we found a vial of that powder Mike and Tahsa used in the past.　→

私の猫の機敏さとデイジーの犬の鼻で、私達はマイクとターシャが使っていた粉の入った小

瓶を見付けることができた。

A little sprinkle is all we needed.　→私はこの粉を二人に撒いた。

And right before my eyes, their face began to morph.すると、私の目の前で、二人の顔が変化し始

めた。

We had finally gotten out revenge.　→私達は見事、復讐を果たすことができた。

And in a minutes they would be Rats.　→しばらくして、二人はネズミの姿に変身した。

Eventually Karma will just bite you in the ass, or in this case make you an afternoon snack.　→やられ

ればやり返される…この二匹を今日のディナーにでもしようかしら、ふふふ。

<Page.18>
My nose found the antidote!→　 私の鼻は『人化パウダー』を見付けたわ！

What? You thought we were gonna stay animals forever? not this girl!　→何？　貴方は私達が一生

動物のままだと思っているの？　違うわよ！

Thanks for reading and of course supporting me! happy fapping!　→ご愛読ありがとうございまし

た。　楽しんで頂けたらなら嬉しいです。応援よろしくね！

<Page.19>



Gundam seed　→機動戦士ガンダム SEED
chicken and fox TF　→ニワトリ&キツネ TF
concept: geistis　→コンセプト： geistis

My Pet Girfriend II

<Page.1>
The powder Daisy and I found wasn't enough to get us fully back to normal. The only place she knew
we could get more was at her lab... that's right Daisy has a lab.　→デイジーと私が見付けた動物か

ら人間に戻る粉『人化パウダー』は十分な量がなかった。デイジーの提案で、私達は彼女の

もつ研究所に潜入することになった。

Daisy was one of Ucla's top students, and man did she invent some serious stuff! We grabbed some
clothes I left earlier at Mile's house and snuck our way to the campus.　→デイジーはカリフォルニ

ア大学ロサンゼルス校の主席の一人。彼女は研究員に勧誘され、ある研究の開発に協力する

ことになったらしい……

So,This is it."transfur", My greatest invention!　→これを見て。私の偉大な発明品『Transfur』よ。

WoaH...→　わぉ…

I still wanted to eat them...hey, I'm a cat, leave me be.　→私はまだ耳とかしっぽ…猫の部分が残っ

ている。

　

As soon as we get to the controls I can bring us all back to normal again.　→もうすぐでコントロー

ル室に着くわ。私が『人化パウダー』を取って来るから。それで元通りよ。

We don't have to fix them do we?　→わかったわ。二人は戻さないけど。

hehehe C'mon Sam.　→あはは、行きましょう、サム。

The tanks ahead seem to be pretty low on powder. But I Think we should be fine.　→タンクにあるパ

ウダーは残り少ないと思う。でもそれでいいと思うわ。

What are you gonna do after we turn back?　→私達が元に戻ったらその後、どうするの？

Well, We'll have to call the police. They might not believe our story so we might need a volunteer.　→

そうね、警察を呼ばなきゃ。でも警察は私達の話を信じないでしょうから、ボランティアが

必要かもね。

No changing for me please!　→わ、私はもう変身したくない…

<Page.2>
No, not you! I'll be using Mike or Tasha. Hopefully we'll be as lucky and have them turn into
something harmless. The powder are totally ramdom. They could have turned into bears, gators, pumas,
who knows!　→サムは変身しなくていいわ。マイクかターシャを使いましょう。無害なもの

がいいけど、『獣化パウダー』はランダムに変身させるから熊とかワニとかピューマとかに

獣化しちゃうかもしれない。

Oh god...now she tells me!→　あれ？　遠回しに私に変身して欲しいって言ってない？
We used to have a database of DNA from animals all over the Americas... Then one day one of my
assistants mixed up all the codes...I swear she was out to ruin me.　→私達はアメリカ中のありとら

ゆる動物から DNA のデータベースを作った。でもある日、私のアシスタントがそれを全部



混合してしまったの。彼女は私を破滅させようとしていた。

What was that? D-did you hear that Sam?　→何？　サム、何か聞こえなかった？

I think came from down stairs.　→下の階から聞こえたわ。

Mike and Tasha they're...　→マイクとターシャが……

gone.　→いない!?

Over there! The door to the "Transfur" is open!　→あれを見て！　『Transfur』の扉が開いている

わ！

cough cough Be careful Sam! You don't know what's in here.　→ケホケホ…気を付けて、サム。貴

女はここのことをよく知らないから。

The smoke is so thick,I can't see a thing!　→煙が濃い。何も見えない。

<Page.3>
Mike?!　→マイク！！？

h-hey girls...　→やぁ、君達。

Mike!! I'm gonna kill...　→マイク！　アンタを殺…

Miss me babe?　→俺がいなくて寂しかったかい、子猫ちゃん？

You? ... huh?　→あれ、あぁ……
Green powder reverses our transformed states while pink powder is enfused with multi animal DNA
everyone got that?　→緑色が獣化状態から元に戻る『人化パウダー』で、ピンク色が何の動物

になるのかわからない『獣化パウダー』ね。

Now please Mike, for the love of god cover that thing up.　→マイク。服を貸してあげるから、前

を隠して！

Thanks Daisy I owe you one.　→サンキュー、デイジー、それじゃあ、借りるよ。

<Page.4>
Hey Suckers, hope you enjoy being stupid animals!　→どうも～騙されやすい人達。愚かな動物

になって楽しんでね～！

Tasha?! Wait, don't!　→ターシャ！？　待てー！

Open this door!　→このドアを開けて！

Tasha, let us out!!　→ターシャ、私達を外に出して！

It's pink powder! This isn't good!　→ピンク色……『獣化パウダー』よ！

This hunk of meral is starting up again and we're still inside it! What do we do now?!　→この大きな

鉄の塊の中で、また動物になっちゃうの？　私達はどうしたらいいの？

It's already started!　→あぁっ！　既に獣化が……！？

Ngh! It hurts!　→イタッ！　痛い！

There's something coming out of my head.　→頭から何か出て来る！？

My face...It feels like it's on fire!　→か、顔がー！　火を点けられたように熱い！？

<Page.5>
What?! Feathers?! This can't be happening...D-Daisy, please tell me you have a plan. →何……？　鳥

の羽……！？　ど、どうしよう。デ、デイジー！　どうしたらいいか教えて！

My toes...They are fusing!　→足の指がくっついて……



Yahh!　→やあぁぁぁー！

Oh god!　→オーマイガー！

Daisy!!　→デイジー！！

My mind is so clouded I can't think straight! Holy shit! and now turning into hooves? christ!　→頭が

ぼんやりして考えられない！　手が蹄に！？　乳首も立って……あぁ、神様ー！

This isn't good.　気持ち悪い。

Ahh!　→あぁぁんっ！

<Page.6>
Nghh!! Please s-stop! →いやぁぁぁっ、止まってー！

It hurts so bad my legs, they Yahhh!　→足が曲がって痛い痛い痛い！！　やぁぁぁっ！
I think there's a control panel somewhere in here that will let us onto the outside, but the fog is so thick.
I can't see a thing! h-huh　→あ！　そういえば、コントロールパネルは中にもあったはず。そ

れを押せば外に出られるけど……『獣化パウダー』が濃くて見えない……

Pfft!! Nice ass!　→ぷぷっ！　ナイスなおっぱいだな！

H-hey! What are you laughing at! D-don't look at me!　→何見てニヤニヤしているのよ！おっぱ

いばっかり見ないで！

Ughhhh What the...?　→うぅ！　うがああぁぁ！　な、何だ……

ack!!　あ！！

Nice belly papa bear!　→ナイスなお腹をした熊ちゃんね、あはははは！

<Page.7>
Guys! I got an Idea! →そうだ！　アイデアが浮かんだ！

Sam! Do you think you can flap your wings and clear the powder?　→サム！　あなたの翼で羽ば

たいてこの『獣化パウダー』を晴らすことができるかしら？
But if I flap my wing my dress will ride up. I don't want to give this asshole a "show"! ..."sigh" fine! I'll
do it already, sheesh!　→でも、私が羽ばたくと、ドレスがめくれちゃうんじゃない？　私はそ

このゲス野郎に見られたくないわ。はぁ……ちぇっ！
Now I'm gonna start flapping, but Mile, I swear to god. If I see you looking up my dress, I will peck
your eyes out!　→今から羽ばたくけど、マイク！　アンタはドレスの中を見ないでよね。も

し見たら私の嘴でアンタの両目を突くから！

But you're all...feathery. I couldn't see anything even if I tried.　→い、いや、羽で全身覆われてい

るから、見ようとしても見えないと思うけど…

<Page.8>
There!　The control panel! 　→それ！　コントロールパネル！

Shit! I can't enter in the code...and neither can Sam.　→あぁん、私じゃコードを押せない……サ

ムも。

Seems like you'll need someone with a bit more dexterity.　→ここは俺の出番か？　爪の先で押せ

ばいけるぜ。

Fine! Type in the damn code already!　→コードを教えてくれ。

OK! If I remember correctly, it's 3.1459265! got that?　→わかったわ。私の記憶が正しければ…



3.1459265！　どう？

You guys are such nerds...　→開いたぜ。俺も無能じゃないだろ？

<Page.9>
Wait! Sam...please I... I need to talk with you!　→待って、サム。話がしたい。

C'mon! Let's go guys! There's no time to lose!　→行くよ、みんな！　ぐずぐずしている時間は無

い！

Look, I just want you to know the truth.　→あの時の本当の話をしたいんだ。

I don't think I owe you my time...→アンタに貸せる時間なんてないわ…

But I'll give you 5minutes to talk to me in private. that's it!　→でも、5 分だけなら話す時間をあげ

てもいいかな、ここで。

We can be in private with the door open! What are you doing?!　→ドアを開けたままでも個人的な

話しはできるよ！　何閉めているの！？

Hehehe...Ugh...Whoops! Well you remember the code. right? It was Pl wasn't it?　→へへへ…もう

女々しい人ね！　あれ？　開かない。コード覚えている？

3.14..crap...I sucked at math...　→3.14……やべ、忘れた……

<Page.10>
W-Woah! What are you doing? put that thing away! →い、いやっ！　何しだすの？　隠してよ！
Aww, C'mon Sam. You're seen it plenty of times! Now,I dunno about you but I want to stay human.
→カモ―ン、サム。時間はたっぷりある。話すことがあるから俺は人間のままがいい。

Why don't you take off your dress and wrap it around your face so you don't breathe in the fumes?　→

何故ドレスを着ているんだ？　それで顔を覆えばこの『獣化パウダー』を吸わなくていいの

に。

Never, you perv!　→絶対イヤー！！

Just as I suspected. Tasha's out to get my formula.　→やっぱり…ターシャはわたしの所を探って

いたのね。

Oh, This was just too easy.　→こんなにたくさん！！

I had almost given up hope and finally I get the whole treasure trove!　→諦めかけたけど、最後に、

宝の山を見付けたわ！！

What the fuck?!　→な、何！？

Mooooooo　→もおおおおおおおおぉぉぉぉー！！

<Page.11>
Hahaha!　Who's got who now?! Here Tasha, have a drink. →ハハハ！　誰がソレをあげるって？

ほら、ターシャ、牛乳でもお飲み！

Get the fuck off of me you fat cow!　→ファックユー！　デブ牛め！

That's no way to speak to an old colleague. Where are your manners?　→クスクス…年上に向かっ

てそんな口を利くとはねー…礼儀はどこへ行ったのかした？

Ah! and what do we have here?　→あはっ！　貴女はここで何を学んできたの？

Hope you don't mind being a stupid animal like me.　→まぁ、いいや。貴女も私のように愚かな

動物にしてあげる、うふふ。



<Page.12>
Did the machine run out of juice? I don't see any more powder in the air. Do you think it's safe?　→こ

のマシンにあるパウダーは使い果たしたと思う？　空気中に拡散しているパウダーは多くな

いみたいだけど。セーフかな？

Yeah, Daisy said the tanks were low.　→さぁ…でもデイジーはタンクの容量は少ないって言っ

ていたわ。

Rhew! now where were we? oh yeah...→本当？　それじゃあ、口を覆わなくていいか。
So I started delivering packages to this new lab on my route. Everyday this girl waited for me to stop
by. Ordering crap everyday to see me.　→俺は配達業者で、新しい研究所を配達ルートに入れ、

荷物を運び始めた。すると、毎日ある女の子が発注内容を確認するために俺を待っていた。

It was Daisy...　→それがデイジー…

One day after a delivery, I overheard a girl being fired for tampering with some formulas.　→　ある

日の配達で、俺は『獣化パウダー』を混合したせいで女の子が解雇される話を立ち聞きした。

That girl was Tasha.　→その女の子がターシャ。

Tahsa had noticed Daisy was crushing on me, and to exact her revenge she a few grand to sleep with
her and pour some powder on her.　→ターシャはデイジーが俺に一目惚れしていることに気付

いていた。ターシャはそれを利用してデイジーに復讐を果たそうと、俺に言い寄って来た。

I didn't know at the time what the powder did. I just knew I was getting good money to sleep with a
cute girl.　→その時はまだ、俺はパウダーのことはよく知らなかった。ただ、ターシャに協

力することで大金をもらえ、可愛い女の子ともセックスができると話を聞いて騙されたんだ！

Tasha promised the powder wouldn't hurt Daisy...　→ターシャは言った。開発中のパウダーはデ

イジーを傷付ける物ではない。これは惚れ薬なのだと……
So,the stupid perv I am, I accepted the offer and asked Daisy out.She was ecstatic of course...it wasn't
long after Tasha got the revenge.　→今考えるとバカなことをしたと思う。ある時、俺はデイジ

ーを誘った。すると、彼女はとても嬉しそうだった…惚れ薬と思っていた俺はデイジーにパ

ウダーを使った。

<Page.13>
I was shocked to see Daisy transform before my eyes, I just couldn't believe what I was seeing! After
the disbelief wore off Daisy and I just wanted eachother more and...　→それは『獣化パウダー』だ

った。目の前でデイジーが犬に変身し始めたのには大きなショックを受けたよ。だけど、そ

の時、デイジーと俺は求め合ってセック――

Wee! Too much info!　→ああっ！　そういう情報はいらない！
right...sorry. So while Daisy became a dog. Tasha planned stealing the formula and selling it as her
own.　→あぁ、ごめん。デイジーが犬になっている間、ターシャは売り出すために、パウダ

ーを盗む計画を立てていた。

She didn't take into consideration that the codes could be changed.　→しかし、彼女は甘かった。

『Transfur』のコードは変わっていたんだ。
I felt responsible for Daisy, so I convinced Tasha to let me keep her. Tasha didn't trust me much, and
told me she'd turn me into an animal if I ever betrayed her.　→俺はデイジーを犬にしてしまった責

任を感じ、ターシャに説得を試みた。でも無理だった。ターシャは俺を信頼していなかった。

それどころか「裏切ればお前も動物にしてやる」と彼女に脅された。



Things changed weeks later when I met you...　→その出来事から数週間後、俺は君と出会った…

No girl made me feel like you made me feel.　→俺は誰も女の子を好きになれそうになかったが、

君からは好意を感じていた。

Tasha noticed and she didn't like it.　→ターシャはそれに気付いた、彼女はそれが気に食わなか

った。

Tahsa had infected you without telling me and forced me to drug you at my place.　→ターシャは俺

に何も言わないで、君のアルバイト先に乗り込み、『獣化パウダー』を仕掛けた。

I didn't know what to do...so I played alone.　→俺は何が起きたのかは知らなかったが、君がう

ちに来た時、悪役を演じるしかなかった。

And how about all that sex we had?　→その演技でセックスもしたと？

heh,well I was just horny. C'mon babe, you know I can't pass up a cat girl!　→そ、それはちょうど

ムラムラしてしまったんだよ。猫に変身するサムがすごい魅力的だったんだ…

<Page.14>
The night you changed, I stole a green powder vial from Tasha and left it out in the open for you girl to
find it. I knew Tasha always slept with a pink vial under her pillow I just didn't think you guys could
get to it.　→サムが猫に帰られた夜、俺はターシャから『人化パウダー』を盗った。君達を人

間に戻してあげようとしたが、彼女に見付かってしまった。俺はターシャがいつも枕元に

『獣化パウダー』を置いていることを知っていたが、それを君達が見付けるとは思っていな

かった。

Nor did I expect you to use it on me. I would have hoped you saw through my facade.　→俺にまで使

ってくるとは思わなかったけど、自業自得だとも思った。

The change was unberable...　→初めて体験した獣化は苦しかった…

i'm sorry I use to you Sam...I really mean it, with all my heart.　→ごめんよ、サム。心から謝るよ。

yeah, well...　あぁ、そう…

y-you deserved it!　→当然の報いよ！

I know...　→そうだね…

<Page.15>
You don't know how much I missed this between us Sam. I think about you every day ,even when I was
a rat.　→君はどう思っているかはわからないけど、俺はサムと話せなくて寂しかった。俺は

ずっと君のことを考えていた、ネズミ変えられた時でさえ。

I thought I would never see this side of you ever again...　→私も気になっていた…でも、その貴方

のことは考えないようにしていたわ。

Ahnngh! m-my body is...　→あぁぁぁっ！　体が…痛イィ…

s-Sam! holy shit! just, ugh...Lay down and let me take a look.　→サ、サム！くそっ、こんな時に

…床に寝て俺に見せてみろ。

Just relax.Your body is forming some extra...ugh...boobs. It'll be over soon. just grab on to me, and
squeeze all you want.　→リラックスして。おぉぅ、おっぱいが増えている…脱がせてあげよ



う、俺に任せて。

OK. calm,down. I'm here with you Sam.　→オッケー、落ち着いて、サム。俺は一緒にいるよ。
I could feel my bones and muscles rearranging, sensed enhancing and fur growing in. It hurt so
bad...but he was here...by my side.　→私は体の骨や筋肉が形を変えていくのを感じた…体が熱

くて、とても痛い…でも、彼はここにいる…私の傍に…

<Page.16>
It was different this time. he was supporting me through my change, which let me enjoy it in a sense.
The transformation became exhilarating ...mentally, physically and sexually for me.　→今回は前回と

違う。彼は獣化していく私を支え、苦しみを快楽しに変えようとしてくれている。私は体が

変化していくのに、精神的にも肉体的にも性的にも浮かれていた。

Oh,man. I almost forgot how pretty you were down here Sam.　→おぉ、マンコちゃん。忘れてい

たよ、サムのマンコがどれだけ可愛いか。

Mmm...You're pussy is so warm. My cock is going to make you feel you all better.　→あぁんっ！

アソコがあったかい！　貴方のチンチン……イイ……

<Page.17>
I know you're still mad at me Sam. I can see it in your eyes. Show me your anger, let me feel your pain!
let me see your wild side, babe.　→俺は知ってるぜ、サムはまだ少し怒っているだろ？ 怒りを

見せてくれ。その痛みを俺にも感じさせてくれ！！

Ngh...　→ぐあぁっ……

This sex is so fucking amazing...Sam... are you OK if I finish?　→このセックスはすげぇエキサイ

トだ…サム…そろそろイッていいか？

Yiff!　→キューン！

<Page.18>
Ughh...You're getting too tight down there. I gotta hurry before you get too small to fuck.　→あぁぁ

…締め付けがすごい…小さくなり過ぎる前に抜かないと…

I'm ...　→ハァハァ……

I'm gonna cum...ハァ…すぐに精液をあげるよ…

Hours later...　→数時間後…

Hmm...Where are those two? thet're gonna miss my experiment for the L.A.P.D.!　んもう、二人はど

こに行ったの？　警察呼んだから、変にうろついていたら怪しまれるわよ。

Heh. Figures...　→あら、まぁ……

Seems like they reconnected. I'm sure he'll take really good care of her...　→二人は仲直りしたのか

しら？　うん、マイクはサムをケアしてくれたみたいね。

Just like he did for me.　→彼が私にしてくれたように。

<Page.19>
Experiment #14 -hamster- →実験 #14 -ハムスター-
Here you go officer! I already have the culprit in custody. →警察の方、どうぞ！　もう犯罪者の身

柄は拘束したわ！

<Page.20>



Experiment #11 -sun parakeet-　→実験 #14 -インコ-

<Page.21>
Experiment #13 -fox-　→実験 #13 -狐-
Note to self: Fox girls are dangerous to sleep with...　→自分的メモ：狐娘は寝ていてもデンジャ

ラス…

<Page.22>
Experiment #23 -fish-　→実験 #23 -狐-
Experiment #18 -donkey-　→実験 #18 -ロバ-
Experiment #31 -squirrel-　→実験 #31 -リス-

<Page.23>
Experiment #44 -poodle-　→実験 #44 -プードル-
Experiment #17 -alligator-　→実験 #17 -ワニ-
Experiment #36 -pig-　→実験 #36 -ブタ-

<Page.24>
Experiment #22 -raccoon-　→実験 #22 -アライグマ-
Experiment #40 -skunk-　→実験 #40 -スカンク-
Experiment #38 -snake-　→実験 #38 -蛇-

<Page.25>
Experiment #41 -monkey　→実験 #41 -猿-
Experiment #39 -elephant-　→実験 #39 -象-
Experiment #33 -salamander-　→実験 #33 -サンショウウオ-

<Page.26>
Experiment #30 -wolf-　→実験 #30 -狼-
Dear readers, →読者の方へ

Thank you so much for purchasing this sequel to"My pet Girlfrined". 　→『My pet Girlfrined』の続

編をご購入頂き、ありがとうございます！

I really hope you like it!　→この作品が貴方のお気に入りになれば嬉しいです。
I also want to thank all those who participated in suggestions for bonus art over at Deviant Art,
Furaffinity and The Process.　私はまた Deviant Art、Furaffinity、The Process のサイトからのボ

ーナス絵の提案についていろいろ考えていました。
I hope you all enjoyed the extra tarnsformations...because I ended up doing all you gusy suggested
LoL.　→私は皆さんが喜んでくれるように、ボーナスは女の子の TF 絵を描きました…提案を

下さった方はすべて男性だったので（笑）

Stay turned for future polls, I'll be taking more suggestions for future comic material!　→次回のボー

ナス絵は投票によって決めてみようかと思います。
On a more serious note, I want to mention again to please not share or post these comics on boards,
torrent sites, chans, etc.　→真面目な話をすると、もう一度だけ言います。これらのコミックを

掲示板に張ったり、動画共有サイトなどに転載したりしないで下さい。

Please do not be essentially someone's tool, and pirate for them.　→海賊版も作らないで下さい。



If they want a copy they can buy their own too.　→コピーされると困ります。

Making comics is my full time job.　→私は仕事の時間すべてを使ってコミックを作っています。

It's how I pay my rent and support my family.　→使用料を払い、家族に支えてもらいながら。

I'm not trying to give you a "who is me" story here.　→頑張ってコミックを描いています。
I work often 80~100 hours a week to complete a comic, and just as you deserve your paycheck for your
hard work, I think I do too.　→私は皆さんが働いているのと同じくらい、週に 80～100 時間を

費やしてコミックを作っています。

Sorry for the minirant.　→小言ばかり言ってごめんなさい。

I love you guys.　→私は皆さんが大好きです。

You don't know how much I appreciate you all.　→とても感謝しています。

Happy fapping! →それでは、オナニーを楽しんで！


