する 10 ダンサ
快」 愛
ー
痛
石原正敏・横山晴巳プロ
「

VS

（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。
日本を代表する10ダンサー、石原正敏（いしはらま
さとし）プロ＆横山晴巳（よこやまはるみ）プロをゲ
ストお迎えして、
コラーゲン『痛快』の更なるスゴさ
が明らかになります！必見です。

コラーゲン『痛快』で、体の中

ンが下がります。
冷える→動く→疲れる→冷え

（サードダンススクール）

でコラーゲン
『痛快』
を愛飲し続けて、

プロのお話 がありましたが、これま

─ ─足が吊りやすいという石原正敏
野澤 それは
『痛快』が高い浸透力を

が一発で解消されました。

ラーゲン
『痛快』を飲んで、その悩み

僕が足を吊る時は

体の中から温かく

その生徒さんも同

横山
です。正敏先生と同様に体が温まる

すから、お子様でもどなたでも安心

れた成分が体内
（内臓）から体を温め

はトイレに行く回数が増えると身体

と実感した競技選手は非常に多く、

様すぐに体がポカポカと火照るよう

が冷えて、声が出なくなる程テンショ

横山 プロを通じてダンス愛好者へグ

ているのです。
『痛快』は添加物も保

か治したい箇 所がないと飲んでみよ

ングンと広 がっています。今 回のお

に感じたそうです。お腹の中から温

んで、しっかりと元気にパーティに参
うという 行動に至らない方が多い事

話の「
『痛快』が起こした１週間前の

存料も不使用の１００％天然製品で

加でき、デモも綺麗に踊り切りまし
が残念ですよね。日常の身 体ケア飲

競技中のインターバルで、彼

て頂いています。
たよ！

奇跡」
には、
改めて驚きました。さて、

ジュニア選 手の体調 管理にも役 立て
石原 コラーゲン
『痛快』で解消でき
料と考えて下されば良いのに…。

た…。コラーゲン『痛快』って、スゴ

思った事がこれまでに２度ありまし

横 山 「 こ れ は 信 じ ら れ な い！」 と

です。

お薦めしているのには理由があるの

愛用し始めて、教室の生徒さんにも

石原

びです し、ダンス界への恩 返しでも

皆さんのお役に立てる事が一番の喜

野澤

ざいました。

横山

た事と思います。

の短期復活は生徒さん自身も感激し

舞台直前の出来事でしたから…。あ

重ねた成果を発表出来る絶好の晴れ

いたし、僕と一緒に丹念にデモ練習を

かった生徒さんを目の当たりにして

きました！僕達は歩くこともできな

体ケアでお悩みの方がいらっしゃった

デモを愛する生徒さんの中でもし身

野澤

りも嬉しいです！

んの身体ケアに貢献出来る事が何よ

管理も大切ですが、
『痛快』で生徒さ

く踊り続けています。僕自身の体調

事にレッスンを再開し、今でも 楽し

でも、飲 むのよ うになってから、見

ンス諦めます！」と言 う 方でした。

正座も出来ない程膝が痛むので私ダ

『痛快』愛飲第１号者は「正敏先生！

わずか１週間という短期間で

石原

ありますから。正敏先生や晴巳先生

ら、ハチミツ レ
+モン コ
+ラーゲン『痛
快 』を是非お薦め下さい。飲み方の

僕達がコラーゲン『 痛 快 』を

い！と、改めて実感しました。
当スクールのパーティでデモ

私にとって、ダンス愛 好 家の

──コラーゲン『痛快』が石原プロ、

乞うご期待！
（つづく）

次号のコラーゲン『 痛快 』秘話にも

石原

ンストレーションをされた生徒さんの

のように『 痛 快 』を信頼して、生徒

詳細は私がお電話でじっくりご説明

デモ１週間前のピンチを救 っ た ！

話です。パーティの１週間前になって

さんにも伝えて頂けるのは本当に有

させて頂きます。

コラーゲン『痛快』の速効 性

歩くことも困難な状態になってしま
難い事ですよ。

野澤社長、ホントに有難うご

い僕も焦りました。練習はおろか移

横山 でも、体調を崩したり等どこ

ダンス教師の皆さん！競技や

動もタクシーに乗せて貰わないと動

◆腰痛・関節痛をサポートする
「グルコサミン」
を強化

ÌÌ«\ÉÉÌVLiÌ°VÉÉ

けない。そんな辛そうな生徒さんの

当 社 携 帯 サイト

◆100%天然原料の厳選された魚のウロココラー
ゲン使用
QRコード

状 態を見て、コラーゲン『 痛 快 』を
正敏先生から電話が掛かって

思い出しました。
野澤
きて「 助 けて下さい」って言 われて
驚きました。時間がないので至急生
商品を送りました。あの時はとにか

徒さんと連絡をとり、症状を聞いて
く１週間で２本を飲み切るようにお
野澤社長の説明に従ってその

●（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

龍宮源海華痛快
か

りゅう ぐ う げ ん か い
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願いしました。
横山

つ う か い

コンペ時の水分補給に
の主な特長
最適な
『痛快』
高純度天然「飲む」液体コラーゲン

僕の生徒さん内でコラーゲン

た冷えと足の吊れ具合。お蔭様で僕

まる感じですね。

石原

ですが…。

薦めして、飲み始めたの

の優れない生徒さんへお

なります。私達から体調

横山

を飲んでいると…。

でも、コラーゲン
『痛快』

てしまっているのです 。

なり、体の内側から冷え

大抵トイレの回数が多く

石原

したのですが…

持っているからです 。それに吸 収さ

るの繰 り 返しだった事 も。でも、コ

石原

2005年より3連覇中の全日本プロ10
ダンス選手権総合チャンピオン。世
界10ダンス戦の日本代表選手として
活躍中。正敏プロは石原正三プロ
（兄）
や石原正幸選手（弟）兄弟と共に数々
の大競技会で活躍する『石原3兄弟』と
してファンを魅了する現役競技ダン
サー。JCF所属。

競技中の不安が解消されたとお聞き

から踊る身体づくりができる！

★石原正敏＆横山晴巳組
石原

株式会社ティーシィービィ
野澤征生社長

あそこまで復 活できたのは、正直驚

第25弾

らは ダンスで
“快勝”できました！

即効 力！世界の競技ダンサーに 爆 発的ヒット！競技開始20〜30分前
に飲むとアキレス腱＆筋肉が 驚 くほど和らぎ、足の吊れも 驚 くほどすっきり！
ダンス界
飲む天然液体
進出物語
コラーゲン
生徒さんはコラーゲン『 痛 快 』を飲

ミン
グルコサ
強化

★ご注文はオンラインでも承ります！→http://tcb-net.com/
★日本スポーツダンス振興会加盟会社★

競技だけではない！デモ愛好者からも愛飲されるダンス応援サプリ！
快」アドバイザー
「痛
ハチミツ
＋
スライスレモン
＋
コラーゲン「痛快」で
あなたのダンスを
パワーアップ
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東京都中央区日本橋蛎殻町2-15-7-601
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