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結果は得られませんでした。

QRコード

◆100%天然原料の厳選された魚のウロココラー
ゲン使用
当 社 携 帯 サイト

石原
大切。床をしっかりと捉えるラテンを、

●（600㎖）定価7,560円（税込）

◆約30℃で溶ける魚コラーゲンだから素早く吸収
◆特殊製法で分子の小さなペプチド状に加工し素早
く吸収
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謹賀新年 08年度も当社はダンス界の
発展を全力サポートさせて頂きます

★ご注文はオンラインでもOK！→http://tcb-net.com/

（現全日本 10 ダンスチャンピオン）

社交ダンス界に
「体調管理」
や
「ボディケア」
「
、栄養補
給」
の必需品として、
その裾野を広げる
『龍宮源海華・
痛快』
（ りゅうぐうげんかいか・つうかい）。販 売会社
（株）ティーシィービィの野 澤 征 生社 長の熱い想い
と、
数々の著名競技ダンサーとの強い絆、
天然コラー
ゲン
『痛快』
の活用方法などをご紹介しています。
今回お迎えするカップルは、日本を代表する10ダン
スチャンピオン、石原正敏（いしはらまさとし）
＆横山
晴巳（よこやまはるみ）組。国内では勿論、世界で活躍
する10ダンサーの本番は、常に天然コラーゲン『痛
快』
と一緒に闘っていました。

株式会社ティーシィービィ
野澤征生社長
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