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泉⽔さんの”肩こりシップ”発⾒︕w(@o@)w
123 選択 pine 2009-06-12 11:46:50 返信 報告

みなさん こんにちは︕
 『きっと忘れない』を読んでから、ずーっと気になっていたのですが、

 P37で野⼝さんが、「東京では⼿に⼊らなかった坂井さん愛⽤の鎮痛温感貼付剤を、⼤阪に来られた時
にまとめ買いしてお渡ししていました。」と書かれている、

 泉⽔さん愛⽤の肩こりシップ︕⾒つけちゃいましたよ〜(*^-^*)v
 フライデー６⽉１２⽇号の写真で、ちっちゃーく写っているのが、そうではないかと思うのですが。
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私も早速、買いに⾛りましたよ︕
でも、薬局３軒はしごしましたが、売ってませんでした。(><)

 ⼤阪ならどこの薬局でも売ってるって訳ではないですけどね。
 姉妹品はありましたが…。同じ物じゃないと買う意味がないですから︕（笑）妥協はしません（笑）

所⻑さん、この画像、⼤丈夫でしょうか︖問題があれば削除して下さい。
 

Re:泉⽔さんの”肩こりシップ”発⾒︕w(@o@)w
125 選択 stray 2009-06-12 12:27:35 返信 報告

pineさん、こんにちは︕

おう︕ すご〜い︕（笑）
 ぜんぜん気づきませんでした、泉⽔さんしか⾒てないから（笑）。

 さすがpineさんは⽬の付けどころが違いますね〜。

私も少し前まで○○肩なのかどうかわかりませんが（笑）、肩こりがひどくて
 シップ（⾓形の⼤きいやつ）を毎⽇貼っていたのですが、

 最近突然こらなくなってしまったんです、悔し〜い（笑）。
 このシップは⾒たことないです〜、関⻄でもレア品なのでしょうか（笑）。

 早く実物写真が⾒たいな〜（笑）。

画像がないと何のことかさっぱり分からないのでOKです（笑）。
 ロケ地Mapならぬ、愛⽤品Mapも必要かな︖（笑）

 

pineさん、こんにちは︕︕
126 選択 ドルチェ 2009-06-12 12:52:52 返信 報告

pineさん、ストちゃん、みなさん こんにちは〜︕︕

きゃははは︕︕ この発⾒、楽し〜い＆スゴ〜イ︕（笑）
 実は、昨⽇チャットでチョコちゃんから「pineさんが、すごい発⾒をしました︕」とそれだけ聞いていたので、

 どんな発⾒をされたのか、すごく楽しみにしていました︕ さすが、⽬の付けどころが違いますね〜♡ 
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私は肩こりしたことがないので、シップのパッケージには超ウトいのですが、これは⼤阪でもレアな存在なんですね︕
シップ貼るために、肩こってみた〜い︕（笑）

 pineさん、同じ物をゲットした暁には ぜひシップを貼ったお姿の写真のアップ待ってますよ〜♪（笑）

おきゅ膏マイルド
128 選択 pine 2009-06-12 13:35:43 返信 報告

所⻑さん ドルチェさん こんにちは︕

どこの薬局にも、「おきゅ膏Z」はあるんですよ。「マイルド」がない︕
 きっと泉⽔さんは、お肌がデリケートで、周りの⼈ににおいで迷惑を掛けたくないという思いで

「マイルド」を愛⽤されていたんでしょうね。（←妄想）

所⻑さん まるで初めて聞いたかのようなリアクション、ありがとうございます。（笑）
 普通なら、肩こり治ってよかったですね〜なんですが、治って残念ですね（笑）

 ネットでなら⼿に⼊りますが、レアなのかどうかも気になるので、薬局めぐりで楽しみたいと思います。

ドルチェさん こんな時間に来てくださって嬉しいです︕(*^^*)
 泉⽔さん愛⽤品でも、ブランド品は⾼くて買えないけど、これだったらどれだけでも買えま〜す（笑）

 ドルチェさんは肩こりになったことがないんですね。羨ましい〜
 でも、今回ばかりは肩こり症で良かった〜なんて思います。（笑）

 >pineさん、同じ物をゲットした暁には ぜひシップを貼ったお姿の写真のアップ待ってますよ〜♪（笑） 
 ぎゃ〜︕そんなことしたら、BBS炎上しますよ〜（笑）

w(@o@)wさすが、pineさん︕(笑)
129 選択 チョコレート 2009-06-12 14:22:17 返信 報告

pineさん、所⻑さん、ドルチェさん、皆さんこんにちは︕

> 泉⽔さん愛⽤の肩こりシップ︕⾒つけちゃいましたよ〜(*^-^*)v 
 > フライデー６⽉１２⽇号の写真で、ちっちゃーく写っているのが、そうではないかと思うのですが。 

 ぎゃははは︕すごい⼤発⾒ですねー︕(笑)
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私も所⻑さんと同じで、泉⽔さんばっかり⾒てるので、気づきませんでした(笑)。
さすがですね〜〜。

 私も近所の薬局に⾏きましたが、姉妹品のZしかありませんでした。"Z”がついてるほうが効きそうだし、ZARD的︖な感
じもするけど････同じじゃないとダメよね︖(苦笑)

 他の薬局もみてきまーす。

所⻑さん、泉⽔さんの愛⽤品Map、良いですね︕ぜひ作ってください︕︕
ちなみに「君に逢いたくなったら」PVのグリーンのチェックのシャツはハンティングワールドのシャツだと思います。

 左胸にロゴを発⾒しました︕(笑)
 私もほし〜〜い︕

 

pineさん さすが︕︕
130 選択 Ｔ２８ 2009-06-12 15:37:43 返信 報告

pineさん、みなさん、こんにちは。

いや〜pineさん、⽬がいいですね︕（笑） ってそんなことじゃないって︖（汗）
 しかし、この画像から、よく⾒つけましたね︕

 私も泉⽔さんしか⾒てないので、指摘されなきゃ⾒向きもしません︕（笑）
 指摘されたって、「気にならない」って書いてあるので気にしません︕（キッパリ（笑））

チョコさん、たしかに”Z”が付いてると、最後の頼みの綱的な響きがありますが（笑）、
 この商品は効き⽬より、愛⽤品である事が重要ですね。

 いくらマイルドでも少しは⾹りがしそうなんで、泉⽔さんとニアミス疑似体験がしてみたい︕（笑）
 はぁ〜いい⾹り・・・（照） って、そんないい⾹りのシップは無いっか︕（笑）

 でも、なぜか泉⽔さん愛⽤のシップだったら、とってもいい⾹りがしそうです︕

所⻑︕ 副所⻑︕ シップは腰に貼ってもいいのよ︕（笑）

Ｐ.Ｓ.
 泉⽔さんの愛⽤品Mapは、Z研が監修・出版する「ZARDロケ地Map」で、

 初版だけに付く、特典別冊付録の予定です（笑）。
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⽬のつ"き"どころ
133 選択 pine 2009-06-12 19:58:51 返信 報告

チョコレートさん こんばんは︕
 チョコさんの近所も「Z」しかないですか。

 「マイルド」を⾒つけたら、シップを貼ったお姿の写真をお願いしますね︕(^^)
 >ちなみに「君に逢いたくなったら」PVのグリーンのチェックのシャツはハンティングワールド

のシャツだと思います。 
 おっ︕チョコさんも発⾒ですね︕⼩さいところを良く⾒つけられましたね〜

 ハンティングワールドの定番品だとしたら、まだあるかなぁ…︖お揃い、欲しいね〜︕

部⻑さん こんばんは︕
 私は、⽬のつ"き"どころが違うようです（笑）

 >でも、なぜか泉⽔さん愛⽤のシップだったら、とってもいい⾹りがしそうです︕ 
 ラベンダーの⾹がしそうですね。⼼ときめく…♡

 >泉⽔さんの愛⽤品Mapは、Z研が監修・出版する「ZARDロケ地Map」で、 
 >初版だけに付く、特典別冊付録の予定です（笑）。 

 初版だけなんですか︕間違わないように買わなきゃ（笑）

ハンティングワールド︖
137 選択 stray 2009-06-12 21:40:44 返信 報告

pineさん、ドルちゃん、部⻑、チョコレートさん、こんばんは︕

たしかに「おきゅ膏Z」のほうが効きそうな気がしますね︕（笑）
 泉⽔さん愛⽤品でいっちばん安〜い品物でしょうから（ブランド品ばかりで）、

 せめて「おきゅ膏マイルド」だけは買いましょうね︕（笑）

さて、チョコさんがハンティングワールドのロゴを発⾒されたのは
 このシーンですよね。私もハンティングワールドのセカンドバッグを持っているので
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ロゴを⾒⽐べてみたのですが、象の⾜が⻑く延び過ぎてるように思います。
もしかして私のセカンドバッグが偽物なのか・・・（笑）

誰かもっとキレイにキャプしてもらえないでしょうか。

Re:ハンティングワールド︖
138 選択 stray 2009-06-12 21:48:22 返信 報告

部⻑︕

な〜んだ、隠居して何してるのかと思ったら、
 「ZARDロケ地Map」の出版準備だったんだ︕︕（笑）

 ご苦労様︕ みんな期待してるよ︕（笑）
 

楽しい〜
141 選択 ドルチェ 2009-06-12 23:17:15 返信 報告

みなさん、こんばんは〜。

チョコちゃんのハンティングワールド説、私もジィーッと⾒てみました。 ホント︕あのゾウさんロゴに⾒えますね〜︕
 ストちゃんのが偽者なのか・・さて、真相はいかに︕︖（笑）

部⻑サン、私も愛⽤品Map欲しいです︕ 作って〜♡
 あとラベンダーの匂いのシップは素敵ですね〜pineさん︕（笑）

 こんな感じの⼩ネタなスレは、⼤好きなのですごく楽しいで〜す（＾０＾）

Re:泉⽔さんの”肩こりシップ”発⾒︕w(@o@)w
143 選択 Ａｋｉ 2009-06-12 23:29:47 返信 報告
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amazonで売ってました…（マイルドもありました）
 販売元も東京の府中のお店であるようです…

Re:ハンティングワールド︖
147 選択 天使 2009-06-13 01:03:10 返信 報告

strayさん、みなさん、こんばんは。

> 誰かもっとキレイにキャプしてもらえないでしょうか。 
 と⾔われると、やってみたくなる性格なんですが。

あまり、代わり映えしませんか︖

失礼しました。m(__)m 
 

Re:泉⽔さんの”肩こりシップ”発⾒︕w(@o@)w
148 選択 アネ研 2009-06-13 01:32:53 返信 報告

こんばんは、pineさん、みなさん
 出遅れてしまい、話題がもはや変わってしまったようですが、

 pineさん、シップの発⾒さすがです。（笑）
 泉⽔さんの関連アイテムにも鋭い観察をしたことに、

 ココロばかりですが、ゼットン賞をさしあげます。
 えっいらない︖（汗）

 そういわずに所⻑賞と並べたらいいでやんすよ。（笑）

Re:おきゅ膏マイルド
149 選択 marionette 2009-06-13 02:14:15 返信 報告

stray所⻑、pineさん、チョコレートさん、Z研の皆様、こんばんは。
 ⼤変、ご無沙汰しております。

 その節は、⾊々と体調等御気遣い恐縮しております。
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漸く、地獄から⾝体が⽣還している最中ですが、PCは⾃信修理し、HDDも復旧健在でした。
ところで、BBS引越ししたのですね。（遅すぎ︖ですよね･･･）

早速ですが、おきゅ膏Zが世の中に出る前に、私⾃信もこよなく愛⽤していた
 "おきゅ膏Ｄ及び点温膏" 等は、製造承認書に記載されている成分⼜は製造した温湿布薬４品⽬の添加剤が、

 薬事法に定めた⼿続きのないまま変更されていて、平成19年7⽉3⽇より⾃主回収になり販売中⽌となりました。
 約1年半以上販売が無く、私⾃⾝⽚頭痛及び眼精疲労肩こりには無くてはならない存在でした。

 しかし、今の "おきゅ膏Z及び点温膏は、当初より効き⽬が悪く感じています。（泣）
 但し、泉⽔さんが愛⽤していた物は使⽤していないので判りません。

akiさん、こんばんは。はじめまして。
 amazonでの販売報告、ありがとうございます。

 早急に、泉⽔さん愛⽤の "おきゅ膏マイルド" 現価格\1,056 を、購⼊してみようと思ってる次第です。
 （情報提供ありがとうございます）

pineさん、こんばんは。
 soffio訪問記（︖）、マジ拝読させて戴き最初から最後にかけて、マジ最⾼ウィッシュでした。

 久しぶりに、めっちゃ幸せな気分で笑わせて貰いました。
 感謝です、ありがとうございました。

 これからも、楽しくオチありめっちゃ期待しています･･･

アネ研さん、こんばんは。
 その説は、⾊々とありがとうございました。

 余談ですが"おもいっきりDON" で、私達の武道館ライブの座席、移動映像写りありましたね。
 再⽣中何回も巻き戻し、静⽌して観られる時間がチョットあり驚きでした。

 

Re:ハンティングワールド︖
151 選択 チョコレート 2009-06-13 09:51:29 返信 報告

所⻑さん、pineさん、ドルちゃん、部⻑さん、Akiさん、アネ研さん、天使さん、marionetteさん、こんにちは。

> ロゴを⾒⽐べてみたのですが、象の⾜が⻑く延び過ぎてるように思います。 
 > もしかして私のセカンドバッグが偽物なのか・・・（笑） 
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あららら･･･私の説が皆さんを巻き込んでしまったようで･･すみません(苦笑)。
私が気づいたのはこの映像のちょっと前︖（あれ︖後だったかな︖）両⼿を広げてなくて、右⼿は頭の上に乗ってるとこ
ろだったと思うのですが････。

 違うかなぁ〜だんだん⾃信がなくなってきた(汗)。
 ⾜が⻑く⾒えるのは、もしかしたら外枠の円が同じ⾊で⾜と同化して⾒えるせいかな︖と考えたんですけど･･･(笑)。

 誰か〜〜〜たすけてぇー(笑)

Re:ハンティングワールド︖
152 選択 stray 2009-06-13 10:06:51 返信 報告

チョコさん、おはようございます。

このシーンでしょうか︖
 ⾜短いですね（笑）。

たしかに楕円のような輪郭も⾒えるし、ハンティングワールドで間違いなさそうですね。
 これは男物ですよね︖

Re:ハンティングワールド︖
154 選択 DAI 2009-06-13 15:56:56 返信 報告

他のサイトで拾った、⾼画質な映像をスキャンしました。
 参考になれば幸いです。

 

Re:泉⽔さんの”肩こりシップ”発⾒︕w(@o@)w
155 選択 皐 2009-06-13 17:56:25 返信 報告
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皆さんこんばんは︕
今週は忙しくてなかなか参加できませんでした〜((+_+))

  
 pineさん、ものすごい発⾒をしたようですね︕(笑)（⽬のつ"き"所がスバラシイ!!(笑)）

 私も肩こりがヒドいんで、このシップ使ってみたいなぁ〜☆フェ○タスから乗り換えします(笑)
 あと、チョコレートさんの｢君に逢いたくなったら…｣のチェックシャツも

 ハンティングワールドのシャツで間違いなさそう☆ﾐ
 皆さんスゴイなぁ〜＾＾私、加⼯画で画像をよく⾒てるわりには、あんま気づかない…(笑)

  
 ところで︕別スレですが、｢きっと忘れない｣のロケ地特定&レポや、

 pineさんの｢soffio(夢オチ)笑」レポも楽しく拝⾒させていただきました♪
 ラッキー係⻑さんはスゴイ情報を⼊⼿したんですね︕あと、goroさんの⾏動⼒には感⼼しました☆ﾐ

 pineさんの夢オチ編は、本当に⾏ったんだと思って読んでたんで⼤爆笑︕(笑)
 ギャグ路線に⾛っていた店員さんとのやりとりがウケます(笑)

 いつか本当にsoffioへ⾏けるといいですね(*^u^*)

遅くなってすみません(^^;)
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こちらもレスが⼤変遅くなって、申し訳ありません。m(_ _)m
 チョコさん発⾒のシャツも、間違いなさそうですね︕

 新たな発⾒がいろいろあって楽しいですね(^^)

Akiさん はじめまして︕
ネットで買えるんですね。

 東京でも、あるんですね。泉⽔さんの⾏かれるお店では⼿に⼊らなかった、ということなんですね。

アネ研さん こんにちは︕
 ゼットン賞ありがとうございます。m(^^)m

 ロケ地捜査隊⻑から直々に賞をいただけて光栄です。（笑）
 画像は「ゼットン⼩」です。（笑）
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marionetteさん こんにちは︕
おきゅ膏「D」なるものがあったのですね︕
泉⽔さん愛⽤品の「マイルド」が良く効くといいですね。

 泉⽔さんもかなりの肩こり症だったようですから、期待しています。
 もし利きが悪くても、「泉⽔さんと⼀緒」という幸せな気分で、軽くなるかもしれませんよ〜（笑）

 soffio訪問記（︖）も読んでくださってありがとうございます。幸せな気分になっていただけたようで、私も嬉しいです。
(^-^)

皐さん こんにちは︕
 皐さんはフェ○タスですか。私はアン○ルツ温キューパッチです。（笑）

 もちろん私も、乗り換えますよ〜
 soffio訪問記（︖）も読んでくれてありがとう︕

 夢は"オチつき"ましたが、私もいい年なんで、そろそろ"落ち着か"なきゃね︕(笑)
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