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連用形名詞による表現性 

要旨 

本稿は動詞連用形の名詞化について、(1)連用形の名詞化率を見直すこと、(2)連用形名詞

の成立条件を明らかにすることの二つを大きな目的としている。研究の対象は日本語母語

話者のレキシコンにはまだ定着していない 56動詞の「不安定な連用形名詞」で、用例はブ

ログやインターネットのサイトから採集したものである。採集した用例に対して①「語用論

の観点」、②「構文の観点」、③「意味の観点」という３つの観点から分析を行った。その

結果、まず 56動詞の連用形のうち、55動詞連用形に名詞として使用される用例を見つける

ことができ、「不安定な連用形名詞」であるにも拘わらず、中には用例の数が 300～400台

にも上るほど、名詞化率が非常に高いということが明らかになった。そして 3つの観点から

分析した結果、次のような特徴が挙げられる。 

まず、①語用論の観点として、発話の場について分析した結果、連用形名詞の大半は何等

かの特定分野の仲間の間で使用される傾向がある。その特定分野の仲間は概ね、（1）「仲

間ことば」、（2）「機械等の機能の名称」、（3）「モノづくりの工程の名称」、（4）「ス

ポーツの動作名」という 4種類に分けられる。そして、連用形名詞の成立条件については、

動詞連用形が一般に名詞化しにくい一つの原因に、「動作主」や「対象物」と離れて自立的

にモノ化できないことがあげられる。実際、単独では名詞化できないが、他の名詞などと結

合して初めて名詞化できる連用形が多い。しかし、「特定分野の用語」として使用される場

合、動詞連用形が単独でも名詞として使用される。それは「特定分野の用語」の場合、①動

作主・対象物がすでに確定されている（「仲間ことば」、「機械等の機能の名称」、「モノ

づくりの工程の名称」）か、または②動作主・対象物より動作自体が注目される（「スポー

ツの動作名」）ため、連用形名詞が単独でも名詞化できるのだと考えられる。特定分野の用

語としての連用形名詞は、文法上の制限により名詞化しにくいと判断される動詞連用形で

も、「発話の場」によって、名詞になるために不足している特徴が補充されるため、単独で

名詞化できることが明らかになった。  

次に②構文の観点からは、連用形名詞と前後の文法要素との関係を分析して、最も数の多

い「～＋の＋連用形名詞」という組み合わせと、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」と

いう構文、「連用形名詞＋を＋する/やる/行う」という構文について分析を行った。結論と

して、まず、「～＋の＋連用形名詞」という形は単独の連用形名詞の意味を補充し、まだ日

本語母語話者のレキシコンに定着していない「不安定な連用形名詞」をより具体化し、安定



 

 

化させる役割がある。また、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」に対しては、他動詞の

動詞連用形の場合と自動詞の動詞連用形に分けて分析を行った。他動詞の連用形名詞の場

合では、この構文は動作主の明示を避け、その動作によってもたらされた結果のみに注目さ

せる効果がある。このような表現は、相手を評価する際に直接非難することを避けることが

できる。また一方で、自分のしたことに対して否定的評価を述べる時には、具体的なマイナ

ス表示を避けることができる。つまり、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という構文

は巧みに否定的評価を表すことができる構文になる。一方、同じ「連用形名詞＋が＋形容詞・

形容動詞」の組み合わせであるが、連用形名詞は自動詞からなるものの場合、この組み合わ

せは性質・属性を表す機能があるように思われる。「溶けがいい」や「温まりが早い」など

は、連用形名詞を用いた慣用句と同じようなニュアンスを持ち、物事の性質・属性を表して

いる。 

一方、「連用形名詞＋する/やる/行う」という構文については、三つの場合に分けて分析

を行った。その三つの場合とは(1) 連用形名詞の前に修飾部がある場合、(2) 連用形名詞

を他の名詞と共に用いる場合及び(3)修飾部と共起する名詞等がなく連用形名詞だけの場

合である。(１)の 「連用形名詞の前に修飾部がある場合」では、修飾部により連用形名詞

が表す動作がより具体化され、「修飾部＋連用形名詞」の組み合わせが一つの複合語に相当

するかあるいは一つの複合語ではカバーしきれない意味を表示することができ、連用形名

詞が表す動詞が何を目的にする動作か、どうやって行う動作かをより詳しく述べる効果が

ある。また、一部の「修飾部＋連用形名詞＋を＋する」では、動作を表す意味ではなく、物

の性質を表す役割もある。(2)の「連用形名詞を他の名詞と共に用いる場合」では、連用形

名詞は一連の作業の一つの動作を表す役割を果たす。(3)「修飾部と共起する名詞等がなく

連用形名詞だけの場合」については、これらの用例の約 79%の連用形名詞が第 2章で述べて

いる「特定分野の用語」である。特定分野の用語としてすでに定着している連用形名詞であ

るため、そのまま「する/やる/行う」と共に用いて「～機能」「～工程」「～技」を「する/

やる/行う」という意味を表すようになる。動詞の連用形をわざわざ名詞化して、また動詞

（する/やる/行う）と共起させ,「連用形名詞＋する/やる/行う」という構文を使うという

二重手間にする理由は、（1）より動作を具体的に描写したい場合、（2）ものの性質を表した

い場合、（3）一連の作業の一つの動作を表したい場合あるいは（4）その連用形名詞がすで

に特定の分野で「～過程」「～機能」を表す用語として使用されている場合である。 

 



 

 

③の意味の観点からは、「置き換え」という方法を用いて、連用形名詞を他の名詞と比べ

ることで連用形名詞の特徴を３つ挙げた。それは①「曖昧さ」、②「生活のことばとしての

馴染みやすさ」、そして③「時代の変化への対応の柔軟さ」である。曖昧さを有しているか

らこそ動作の方法、動作の加減等の解釈も読み手がそれぞれ自由に想像できるため、漢語名

詞よりも使用の幅が広いのではないかと思われる。また、フォーマルな印象の漢語名詞と近

代的でおしゃれな印象を有するカタカナの外来語と違って、和語である連用形名詞は馴染

みやすく、日常生活を綴るブログや経験談などに好んで使われる傾向がある。また、連用形

名詞は、表記が長くなりがちで、慣れるのに時間がかかりそうなカタカナの外来語と異なっ

て、元々使い慣れている動詞からの転成であるため、時代と共に生まれてくる新機能などの

名づけに使用される時にわかりやすいという利点がある。つまり、連用形名詞には柔軟さ・

即戦力が備わっているのではないかと思われる。以上の性質を持っている連用形名詞だか

らこそ、様々な文章に使用されているのではないかと思われる。 

総じて、上記３つの観点から分析した結果、連用形名詞がもつ表現性として、「曖昧さ」

「性質・属性を表現する機能」「和語」という性質を持っていることが顕著となる。まず、

連用形名詞の「曖昧さ」について言えば、連用形名詞（特に単独の連用形名詞）には明らか

にモノ名詞やコト名詞のように一つだけの意味を表しているのではなく、むしろ、一つの側

面に特化できない、ぼんやりとした意味で、動作の方法、動作の加減などの多様な側面を表

しているように思われる。連用形名詞には「曖昧さ」という性質があるからこそ、否定的評

価のような場合には巧妙にぼやかすことで相手を傷つけないようにするという効果が生ま

れる。そして、動作の方法、動作の加減等の解釈も読み手がそれぞれ自由に想像できる余地

も生まれるのである。また、連用形名詞による表現性について、もう一つ挙げられるのは、

物事の「性質・属性を表現する機能」があるということである。具体的には、自動詞の「連

用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という組み合わせと、一部の「修飾部＋連用形名詞＋す

る」という表現にはこのような効果が見られる。もともと動詞連用形という動詞由来のもの

が名詞に転成したことにより、なぜ、元来形容詞・形容動詞が担うべき性質・属性を表現す

るという機能を持つようになるのだろうか。動詞連用形の名詞化については、動詞そのもの

に関する定義や性質、名詞に関する定義や性質と関連付けながらの分析がこれまでの主流

であったが、今後は、動詞、名詞にとどまらず、「表現性」「表現する力」を視野に入れる

ことで、明らかにしていかなければならない。最後に、「連用形名詞による表現性」につい

て言えば、「和語」であるという性質を見逃すわけにはいかない。採集した用例をみると、



 

 

ほとんどが趣味や毎日のちょっとした出来事、観光施設のレビュー等、日常生活に密接した

テーマが多くみられる。このような文章には連用形名詞がとても馴染んでいるように見ら

れ、どこか庶民的で親しみを感じさせる印象を受ける。つまり、連用形名詞には和語から醸

し出される親近感や分かりやすさ、柔らかさ、時には素朴さが備わっていることから、時代

遅れどころか時代と共にどんどん新たな場面に使用されていくように思われる。 

本稿の結論として強調されるべき点は、まず、動詞の連用形の名詞化率は実は非常に高い

ということが挙げられる。 そして、連用形名詞は「曖昧さ」「性質・属性を表現する機能」

「和語」という性質を持っていることである。これらの３つの性質については、今後も引き

続き様々な観点から研究を深めていかなければならない。 

  



 

 

Demonstration of Renyoukei-derived Nouns 

 

 This paper aims to clarify two issues: Firstly, Reviewing the rate of nominalization of 

Renyoukei; and Secondly, necessary conditions for the nominalization of Renyoukei. The 

subject of the research is 56 verbs whose Renyoukei-derived Nouns are not familiar to 

Japanese native speakers. Examples of those Renyoukei-derived Nouns are collected from 

blog and internet sites. The collected examples were analyzed from three perspectives: (I) 

"perspective of pragmatics", (II) "perspective of syntax" and (III) "perspective of 

meaning".Analytic result has showed that 55 verbs out of 56 target verbs have example that 

Renyoukei can be used as noun. Therefore, it can be concluded that the rate of 

nominalization of Renyoukei is very high. 

Regarding the analytic result of Renyoukei-derived nouns on those 3 perspectives: firstly, 

from the perspective of pragmatics. Renyoukei-derived Nouns are tended to be used as 

terms in specific terms, which are divided into 4 types:  (a) "Fellow language", (b) "Name of 

function of machine etc", (c) "Name of process of manufacturing", (d) "Name of action of 

sports". Base on the perspective of pragmatics, this paper focus on finding the reason why 

when Renyoukei is used as terms in specific fields; it is easier to be nominalized. One of the 

reasons that makes Renyoukei hardly to be nominalized is that they cannot became nouns 

without action owner and objects. However, on using as terms in specific fields, the 

nominization of the repeated action is easier because those actions are repeated many times, 

both speaker and listener understand that who performs that action and what is the object of 

that (action owner and object have already been defined) . Besides, in specifc fields such as 

(d) "Name of action of sports", action itself is paid more attention than the action owner /object. 

Thus, in some specific fields, the nominalization of Renyoukei can be made.  

Next, from the perspective of syntax, on statistics on linguistics particles of Renyoukei 

from examples, this paper analyzed the combination and sentence structure accounting for 

the largest number as follows: 

(1) The Combination  “~ +  no + Renyoukei -derived Nouns  ” 

(2) Sentence structure “Renyoukei - derived Nouns  + ga + Adjective”  

(3) Sentence structure “Renyoukei - derived Nouns  + wo+ suru/yaru/okonau”  



 

 

 

In the case of (1) The Combination “~ +  no + Renyoukei”, there are many words that can 

be used in the place of “~”, including adverbial nouns or numeral. Because of those words, 

the meaning of Renyoukei -derived Nouns become more specifically. In other words, due to 

the combination “~ + no + Renyoukei -derived Nouns”, Renyoukei can be easily nominalized 

and still provide full meaning as in the case of the compound word of Renyoukei -derived 

Nouns. It is the reason why the rate of nominalization of Renyoukei when used with the 

Combination  “~ + no + Renyoukei-derived Nouns” is very high. With the sentence structure 

(2) “ Renyoukei-derived Nouns + ga + Adjective”, I analyzed the case of Renyoukei form of 

transitive verb and Renyoukei form of intransitive verb. In case of fransitive verb, this 

sentence structure is effective to avoid specifying the man who did the action. That is, the 

use of Renyoukei-derived Nouns in this sentence structure can help evaluate actions without 

mentioning the intention of the man who did the action. Because of this, this sentence 

structure is often used in making negative evaluations. In case of intransitive verb, this 

sentence structure perform a function to represent an attribute of something.In the case of 

Sentence structure (3) “Renyoukei-derived Nouns+wo + suru/yaru/okonau”, Renyoukei-

derived Nouns are used in four main following case: (3-1) When you want to describe a 

particular action and (3-2) When you want to represent an attribute of something, (3-3) When 

you want to say that the action is one step of a series of task and (3-4) When the Renyoukei 

derived Nouns are already used as a term expressing the meaning “method” “process” of 

action in a specific field. 

Finally (III)  From the perspective of meaning, I used the method “Replacement” to 

compare Renyoukei-derived Nouns to other nouns. The result shows 03 distinguished 

features of Renyoukei-derived Nouns : ① "Ambiguity", ② " Familiarity” and ③ "Flexibility of 

response to the change of times". Because of the Ambiguity, readers can explain in their own 

way that Renyoukei-noun refers to the method or result of the other side of the action. 

Besides, different from format Kango Nouns and from Katakana with a modern and stylish 

impression, Renyoukei-derived Nouns with features of Wa-go (purely Japanese word) are 

familiar to Japanese people, and are suitable to be used for sharing posts on daily life.   



 

 

Conclusion for the whole article, firstly the rate of nominalization of Renyoukei is very 

high; Secondly, from those 03 perspectives (I) "perspective of pragmatics", (II) "perspective 

of syntax" and (III) "perspective of meaning", it can be concluded that there are 3 

distinguished features of Renyoukei-derived nouns: (1) "Ambiguity": ambiguity leads to no 

bad affection from negative evaluation, ambiguity leads to self-explanation from readers, 

therefore leads to wide using. (2) Attribute representing: being shown on 02 sentence 

structures: “Renyoukei - derived Nouns  + wo+ suru” and “Renyoukei - derived Nouns  + 

ga + Adjective”. it therefore can be shown that the demonstration of Renyoukei-derived nouns 

are much better than that of nouns and verbs, those features should be researched more in 

the future studies. The last distinguished feature of Renyoukei-derived nouns is “WAGO” – 

purely Japanese words. Renyoukei-derived nouns are familiar to daily life, easy to 

understand, simple and reliable. It can be certain that Renyoukei-derived noun using will not 

be faded but more favorable, not only in the present but also in the future. 
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第 1章  

研究の背景と研究の目的 

 

1.1．研究の目的 

 活用形の一つである動詞連用形には用言を修飾する他、名詞として使用されるという機能がある。日本

語には、「動き」や「帰り」など動詞連用形がそのまま名詞になることが多く、また、「焼きそば」や「貼

り紙」のように、動詞の連用形が体言と結合して、一つの名詞になることも少なくない。しかしながら、

日本語母語話者による「名詞化できる/名詞化できない」という判断基準は、個人個人の主観的ニュアンス

によることが多い。そのせいか、この特徴については、日本語教育において、初級レベルはいうまでもな

く、中上級レベルの教育においても言及されることがないと言っても過言ではない。そのため、学習者は

動詞の派生形としてではなく、一つ一つの連用形名詞を覚えていくしかないのである。 

 

 しかし、実際、連用形が名詞として使用されるケースは丸ごと暗記できないほど多く存在するといえる。

数多くの連用形名詞に対してひたすら暗記するだけでは学習者にとってかなりの負担となる上、また連用

形の名詞化に関する原則を知らないため、積極的には連用形名詞を使用しようとしない恐れがある。日本

語学習者の中で、ただ受動的に聞いて理解するだけではなく、自ら連用形を名詞として使いたいと思って

いるが使えない学習者は少なくないに違いない。 

 

 なぜ日本語母語話者同士の間でも連用形の名詞化について判断基準にズレがあるのだろうか。連用形の

名詞化を可能にする条件とは一体なんであろうか。本研究は動詞連用形の名詞化を可能にする条件、環境

の解明を目的としている。 それを明らかにすることにより、日本語学習者に連用形についてより深く理

解してもらい、自ら連用形名詞を使ってもらえるよう貢献したい。 

 

 動詞連用形から形成された名詞は、「連用形由来名詞」や「転成名詞」、「連用形名詞」など、様々な

呼び名があるが、本稿は西尾（1961）に従って、「連用形名詞」と呼ぶことにする。また、上記から分か

るように、本稿の対象となるのは動詞連用形で、形容詞や形容動詞の連用形は考察の対象外とする。 
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1.2 連用形名詞に関する先行研究 

1.2.1 連用形名詞の定義と分類について 

 連用形名詞について、西尾（1961）は「連用形名詞とは、現代日本の共通語で用いられる名詞のうち、

動詞連用形から成り立ち、あるいは動詞連用形を含むもので、しかも、普通の言語意識において、特別の

知識なしに、多少の反省意識が働けばその語構造を把握しうるもの」と述べている。連用形名詞は動詞活

用形の一つである連用形から成り立ったもので、「動き」や「休み」のように、動詞連用形のみから成り

立ったものもあれば、「卵焼き」や「貼り紙」のように動詞連用形と他の要素を含むものもある。 

 

 西尾（1961）は、動詞の連用形を含んでいるさまざまな名詞を次のように形式的に分類した。まず、連

用形名詞を1.「動詞連用形だけで成り立っている名詞」と2.「動詞連用形を含んでいる名詞」という大き

く2種類に分けており、また1.をA,B,C,Dに、2.をEとFに下位分類している。 

 

 1.「動詞連用形だけで成り立っている名詞」とは「休み」や「動き」のように、動詞連用形が単独で成

り立っている名詞のことを示し、その中で更に A,B,C,Dの 4グループに分類した。Aグループに属するも

のは単一の連用形から成り立っている名詞で、普通の言葉意識においてはそれ以上分かつことのできない、

最も単純な形のものである。例として「遊び」や「悩み」などが挙げられる。また、Bグループの連用形名

詞とは連用形二つ(以上)で成り立っているもので、「受け入れ」や「組み立て」などがその典型的な例で

ある。なお Bは複合動詞（受け入れる、組み立てるなど）の連用形と見るべきものである。一方、Cグル

ープの連用形名詞もBと同じく連用形二つ(以上)で成り立っているものであるが、Bグループとは異なり、

対応する複合動詞は現在普通には使われていないタイプのものである。例として「売れ行き」や「切り売

り」などが挙げられる。これらの連用形名詞に対応する複合動詞（売れ行く、切り売る）は、現在、ほと

んど聞かれない表現だと思われる。最後に、D グループの連用形名詞も連用形二つで成り立っているもの

で、かつ対比的な概念を表す動詞連用形が並立関係にあるものを示す。例えば、「浮き沈み」「貸し借り」

などである。 

 

 2.「動詞連用形を含んでいる名詞」の種類には、動詞連用形が下位成分として含んでいるもの（E）と、

動詞連用形が上位成分として含んでいるもの（F）がある。Eの用例として「卵焼き」や「ねじ回し」など

があり、Fの用例には「貼り紙」や「焼きそば」などがある。西尾（1961）の分類をまとめると、以下の表

のようになる。 
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表1 動詞連用形の分類について 

種類 特徴 例 

1.動詞連用

形だけで成

り立ってい

る名詞 

A 単一の連用形から成り立っている名詞で、普通

の言葉意識においてはそれ以上分かつことの

できない、最も単純な形のもの。 

感じ、動き、遊び 

B 連用形二つ(以上)で成り立っているもので、対

応する複合動詞があるもの。 

受け入れ、申し込み、組み立て 

cf.受け入れる、申し込む、組み立て

る 

C 連用形二つ(以上)で成り立っているものであ

るが、対応する複合動詞は現在、普通に使われ

ないもの。 

売れ行き、立ち読み、切り売り 

cf.＊売れ行く、＊立ち読む、 ＊切

り売る 

D 対比的な概念を表す動詞の連用形二つが並立

関係にあるもの。 

売り買い、貸し借り、浮き沈み 

2.動詞連用

形を含んで

いる名詞 

E 動詞連用形を含んでいる名詞で、動詞の連用形

が下位成分であるもの。 

卵焼き、ねじ回し、雪どけ 

F 動詞連用形を含んでいる名詞で、動詞の連用形

が上位成分であるもの。 

貼り紙、焼きそば、届け先 

 

 西尾(1961)による分類は連用形名詞の語構成について網羅しているものだと思われる。1.動詞連用形だ

けで成り立っている名詞のAは「単独の連用形名詞」「単純動詞の連用形名詞」とも呼ばれる。 

 

1.2.2. 動詞連用形の名詞化に関する各観点からの研究 

①意味分類の観点 

連用形の名詞化を扱った研究にはさまざまな観点からのものがあるが、その中の多くは名詞化した後の

連用形に対して意味分類を行っているものである（西尾1961、山本1993、玉村1970、金2003等）。分類

方法はそれぞれの論文で多少異なるが、連用形名詞の成立条件の解明に繋がる論文は、管見の限り見当た

らない。意味分類の観点による研究の一例として、金（2003）が挙げられる。 
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 金（2003）は、西尾（1961）と玉村（1970）の意味分類を参考にして連用形名詞の意味を「1.動作・作

用など」、「2.動作・作用の行われる場所」、「3.動作・作用の行われる時間」、「4.動作・作用の所産」、

「5.動作・作用の道具・手段」、「6.動作・作用の主体」という6種類に分けた。更に1を「①動作・作

用そのもの、②動作･作用の内容、③動作・作用のありさま・方法・程度・具合・感じなど」、また6を「①

主体が人である場合、②主体が人以外である場合」に下位分類した。分類した後、連用形名詞コーパスか

らどの意味を有する連用形名詞が最も多く用いられるかについて統計を出している。しかし、金(2003)も

述べているように、連用形には一つだけの意味になる語ばかりではなく、文脈により二つ・三つの意味を

持ち合わせている語もかなり多いという問題点がある。動詞連用形の意味というのは、おかれる文脈によ

ってかなり異なる場合が多い。それにもかかわらず、今までの多くの先行研究では文脈との関係に触れず、

個々の連用形名詞の意味分類を行って、幾つかの意味グループに分けてきた。また、連用形名詞の研究に

ついて「どの動詞の連用形が名詞化できるか」という問題は常に取り上げられる重要な問題であるが、連

用形名詞の意味分類はこの問題の解明には役立たないのではないかと思われる。実際、金（2003）の研究

でも、「どの動詞の連用形が名詞化できるか」という問題の解明を目的としているが、当該論文をみても、

動詞の意味分類はこの問題の解明に繋がっていないといえる。 

 

② 形態論的な観点 

 他には、動詞連用形の名詞化について形態論的な考察を行っている論文がある（（田川、2005）、（山

橋、2009））。山橋(2009)は連用形から成り立った名詞を転成名詞と呼び、「焦げ」や「錆び」などの母

音動詞由来の名詞と「動き」や「叩き」のような子音動詞由来の名詞の性質の相違点について形態論の観

点から分析を行った。その分析は以下の通りである。 

 

 単語の構成要素は基本的に実質的意味概念を有する形態素と機能的意味を有する形態素に分けられる。

「語基」は実質的な意味概念を有する形態素である一方、時制の「―る/－た」及び主格の「―が」は機能

的意味を有する形態素であり、単独に用いられることがないので拘束形態素つまり接辞である（森岡健二

1994他）。例えば「鳥」の語基は‘tori’であり、主格の「－が」とは結合するが、時制「－る/－た」と

は結合性がない（*tori－ru/ta）。一方、「みる」の語基は‘Mi’であり、主格の「－が」とは結合性は

ないが時制「－る/－た」とは結合性がある。 

 

 山橋(2009)の分析によると、今まで同じ連用形転成名詞と呼ばれているものの中でも、実は母音動詞由

来の名詞と子音由来の名詞は性質が異なるという。具体的には、母音動詞由来の名詞である「さび」の語
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基は‘Sabi’であり、主格の「－が」と結合する。また、語源とされる動詞「さびる」の語基も‘Sabi’

で、時制の「－る/－た」と結合する。 山橋（2009）はE.A.NIDA（1949）による同一形態素の認定原理に

従って、「さび」などの母音動詞由来の名詞の語基は時制の「一る/－た」とも主格の「－が」とも結合性

を持つ同一の形態素（「＋時制、＋主格」の語）であると述べた。 

 

 一方、「動き」の語基は‘ugoki’であり、主格の「－が」とは結合するが、時制の「－る/－た」とは

結合性がない。しかし、語源とされる動詞「動く」の語基は「ugok」で、時制の「－る/－た」とは結合す

るが、主格の「－が」とは結合しない。つまり、「動き」と「動く」は当該の両接辞との結合性という観

点からは、前者は「鳥」「山」と同様「－時制、＋主格」の特徴を持つ語（語基）であり、後者は「食べ

る」「見る」と同様「＋時制、－主格」の特徴を持つ語として存在する。このことは子音動詞由来とされ

る転成名詞全てに言える。従って、「動き」や「休み」などの子音動詞由来の転成名詞は全てこれまで語

源とされてきた動詞「動く」「休む」とは異なる別の語として存在しているということである。この分析

により、転成名詞という概念がなくなり、当然それに従う連用形から名詞への転成の問題も解決されたと

いう。また、山橋（2009）は前者の「＋時制、＋主格」の語を80余り集め、それらをさらに（A）可視的

なものと（B）可視的でないものに下位分類した。そして（A）の可視的なもの（20語余り）に焦点を当て

て、その意味的特徴を明らかにし、「焦げ」や「黴」などを含む（A）の語は、平常時には存在しないもの

であり、状態変化の結果産物として必然的に存在するようになるものを指すという結論に至った。 

 

 山橋（2009）は形態論の観点から今までと異なった見解で動詞連用形の名詞化を論じているが、「＋時

制、＋主格」の語の80余の用例を集めて、「可視的なもの」と「可視的でないもの」という2種類に分け

たのにもかかわらず、なぜたった20余りの少数派の「可視的なもの」の特徴にだけ焦点をあてたのかは説

明していない。もっとも、山橋(2009)も述べているように、この論説に従えば「品詞論の出発点とされ、

言語に普遍的とされる名詞と動詞との区分の意義は曖昧になる」という最大の弱点がある。 

 

③位相語の観点 

 この他に、連用形名詞を位相語としての観点から分析する論文もある（（金、2003）（陳、2006)）。例

えば、陳(2006)は「切り」と「切れ」という具体的な連用形名詞を対象に時代と共にそれらの連用形名詞

の使用がどう変化していくかを分析した。具体的には、『日葡辞書』に見られる「切り」（婦人専用語）

という連用形名詞を取り上げて、現代語における「切り」と「切れ」との意味の変化及び位相の変容を中

心に見てきた。「切り」は「切る」の連用形の名詞化したもので、「切ること。断つこと。限ること。段
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落をつけること」という意味から、広い意味を持つようになった。具体的に、「切り」は「切断。区切り」

の意味から、「最後の部分」を意味することになり、芸能用語や職業用語など、様々な分野の専門用語と

して用いられていることが分かったという。一方、「切れる」の連用形名詞「切れ」は本来の「鋭さ、鋭

利」の意味から、さらに意味が広がり、「キレがいい」という慣用的な用法が定着しつつあると述べてい

る。つまり、婦人専用語（位相語）として使用された「切り」と「切れ」の観察から、位相語も時代の変

化とともに一般語との間に流出、流入の現象が絶えず行われると結論づけた。 

 

 連用形名詞を位相語の観点から分析しようとする着眼点は興味深いが、ただこれらの研究は連用形名詞

が位相語として使用される実態を取り上げるだけで、なぜその傾向があるのかは明らかにしていない。上

記の陳（2006）もその一つで、ある具体的な位相語としての連用形名詞の通時的な意味変化を述べている

だけで、なぜ位相語として連用形名詞が好まれるのかについては言及していない。 

 

 上述したように、連用形名詞については意味分類の観点や形態論の観点、位相語の観点などから取り扱

われてきた。これらの先行研究における問題提起をみると、「どの動詞連用形が名詞化できるか」という

問題について解決したいという姿勢は多少みられるが、その殆どが未解決のままである。その一方で、動

詞連用形の名詞化について真っ向から論じる論文が僅かながら存在する。その代表的な研究として、西尾

（1961）やShen Chen（2013）、沈 晨（2013 ）が挙げられる。 

 

西尾（1961） 

 どの動詞連用形が名詞になれるかについて、西尾（1961）の分析では、(1)すべての動詞が名詞になれる

わけではなく、動詞連用形のうち、名詞になれるものは3割～４割しかない。(2)特に、動詞連用形が「立

ち」や「動き」など単独の形でよりも、「吸い殻」「受付」のような複合的な形において、名詞化しやす

い、とされている。  

 

 西尾（1961）以降の先行研究において、様々な角度から連用形名詞が分析されているにも拘わらず、以

上の（1）と（2）の2点については皆同じ見解を持っていることが伺えた。実際、陳（2003）では、西尾

（1961）の指摘(2)を裏付けるデータを示している。陳（2003）は、『日本語教育のための基本語彙調査』

の語彙表にある和語単純動詞734語について、その連用形が『学研国語大辞典』で名詞として扱われてい

るかどうかを基準に、Ａ類（連用形が名詞化するもの、449語）とＢ類（連用形が名詞化しないもの、285

語）とに分けている。また、複合名詞の造語成分となり得るかどうかという調査も行い、Ａ類、Ｂ類それ
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ぞれ、上位成分になり得るもの・下位成分になり得るもの・どちらにもなるもの・どちらにもならないも

のに分類している。陳（2003）が集めた734の和語動詞のうち、連用形が単独で名詞化できる動詞の比率

は約 61％であるのに対し、連用形が造語成分として複合名詞の前項あるいは後項になる動詞の比率は約

71％であったという。  

 

 陳（2003)などから動詞連用形が単独の形よりも複合語の形である場合のほうが名詞化しやすいことが

明らかになった。しかし、動詞連用形のうち、名詞になれるものは3割～４割しかないというデータにつ

いては本当にそうだろうか。実際、先ほども言及したように、上記の陳（2003)において、連用形が単独で

名詞化できる動詞の比率は約 61％であると述べている。61%という数字と、「動詞連用形のうち、名詞に

なれるものは3割～４割」という今までのデータと比べるとかなりの差である。また、先行研究をみると、

西尾（1961）による「3割～4割程度しか名詞化できない」という指摘は、それ以降の先行研究にもよく引

用されている（金（2003）、Shen Chen（2013））。しかし、実際、西尾（1961）は「なお、動詞の側から

見て、もろもろの動詞のうち、どれだけが連用形名詞を成立させているか、また成立させうるかという調

査も志しているが、まだ信頼すべき結果は得ていない」と述べている。西尾（1961）は自分の論文の中で、

三宅（1950）の調査を紹介し、次のように引用した。 

 

「－、基本動詞の名詞化。動詞の連用形は一に名詞形とも呼ばれて、それは直ちに名詞としても用ゐ

られることになってゐるが、それはあくまでも原則としてのことであって、実際には動詞の連用形が

悉く名詞化するといふわけのものではない。現に基本動詞約二〇〇〇語（この数字は偶然の結果であ

って単に大数を示したものではない）（内非口語的のもの約一八三語）のうち、名詞化するものは約

四八二語（内非口語的のもの約二四語）である。その百分比は二四・一にあたる。」 

 

以上の引用から、西尾（1961）は三宅（1950）のデータを参考にして、この 3割～4割という数字を出し

ていると思われる。三宅（1950）や西尾(1961)の時代ではITなどの技術が発達していなかったため、統計

には、人的な作業が必要であった。そのため、西尾(1961)の名詞化率は当時の西尾のコーパスから言えば

妥当な数字かもしれないが、何十年も後の研究においても、西尾（1961）のデータをそのまま引用するこ

とにはやはり疑問を感じる。現に、具体的にその動詞全体の中で名詞化できるという 3割～4割の動詞は

どのような動詞であるのかを指摘している研究がない。この疑問については2.3の節で詳しく述べたい。 
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Shen Chen(2013) 

 Shen Chen (2013)は、連用形名詞と呼ばれるものの中には、実際使用される時に普通名詞と同じように

使われるものもあれば、たくさんの文法上の制限があるものもあることを指摘した。Shen Chen (2013) は

コーパスを利用して、連用形名詞の使用実態を調査し、連用形名詞とそれが置かれる文脈との関係などを

規準にそれぞれタイプ1、タイプ2、タイプ3の3段階に分けた。 

 

タイプ1とは自立タイプで、連用形名詞のうち、「ガ格」「二格」「ヲ格」「デ格」など、様々な格に

たつことができ、機能的に普通名詞と似ているタイプである。 

タイプ2とは特定文脈のサポートを必要とする「構文補助タイプ」というタイプで、このタイプはさら

にA,B,Cのいくつかの種類に分けられる。 

 A：「主体＋の～」構文が必要なもの 

 B：「（は/の）～が･･･」「様態」構文が必要なもの 

 C：イディオム 

タイプ3とは内項・付加詞複合語タイプである。このタイプに属する連用形はタイプ1のように自立して

おらず、またタイプ2のような、「主体＋の～」構文や「（は/の）～が･･･」構文などに入れても名詞化

できない。例えば、「編む」の連用形である「編み」は単独で名詞化できない上、B：『「名詞（は/の）

動詞連用形」＋が＋「様態～」』構文の構文に入れれば、「編みがいい」（？）という意味が曖昧な組み

合わせになる。「編み」は他の要素と結合して「毛糸編み」などの複合語になれば名詞化できる。つまり、

タイプ 3 の連用形は名詞などの要素と結合して複合語になってはじめて名詞化できるという。Shen 

Chen(2013)の分類とそれぞれのタイプの用例をまとめると以下のようになる。 
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表2 連用形名詞の自立段階について 

種類 定義 用例 

自立タイプ 「ガ格」「ヲ格」「デ格」「ニ格」など、様々

な格にたつことができ、機能的に普通名詞と

同様の語 

「遊び」や「騒ぎ」など 

構文補助タイプ 以下のような特定文脈の助けを必要とする語 

A：「主体＋の～」構文 

B：『「名詞（は/の）動詞連用形」＋が＋「様

態～」』構文 

C：イディオム 

A:「反戦運動の高まり」 

 「身長の伸び」 

B:「腐りが早い」 

 「滑りがいい」 

C：「押さえが利かない」 

  「泣きを入れる」 

内項・付加詞複合

語タイプ 

必ず複合語形式で名詞化を要求する語 募金集め 

毛糸編み 

穴埋め 

 

沈 晨（2013） 

 Shen Chen(2013)は連用形名詞の自立性の問題を上記のように一つの連続線と見なした。連用形の名詞

化と動詞の関係についても、まずは動詞に着目して、動詞の性質からその関係を連続線上で捉えたいと述

べている。その結果、沈 晨（2013）では、動詞を他動詞と自動詞に二分するのではなく、一つの連続線上

で論じる他動性という概念に着目した。沈 晨（2013）による他動性と連用形の名詞化に関係について述べ

るまえに、「他動性」とは何かを述べておきたい。 

 

 動詞を他動詞と自動詞に二分する典型的なカテゴリー化と違って、Hopper and Thompson (1980)は他動

詞と自動詞は連続体をなし、他動詞は度合い・程度の高低によって、他動性の連続体上に様々な節(clause)

が並べられると考え、その度合い・程度を測るために他動性を設置した。他動性とは自動詞文･自動詞節と

の関係も含めて、他動詞文･他動詞節に関する言語一般を目指すものである。Hopper and Thompson (1980)

が提案する他動性のプロトタイプの特徴づけについては「A. Participants(参加者)、B．Kinesis(動作性)、

C.Aspect（アスペクト）、D.Punctualiy(瞬時性)、E.Volitionality（意図性）、F.Affirmation（肯定）、

G.Mode(ムード)、H.Agency(動作主性)、I.Affectedness of O（目的語への影響性）、J.Individuation of 

O（目的語の個別化）」という10の要素から成る。 
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 Hopper and Thompson (1980)による上記の10のパラメータについて、沈 晨（2013）では、C.アスペク

ト、F.肯定、G.ムード及び J.目的語の個別化は文全体レベルであって、動詞自体の意味に関係ないので、

検討の対象から外されている。残りのパラメータについて分析した結果、A.参加者とE.意図性、H.動作主

性については名詞化との相関がみられない。一方、B.動作性、D.瞬時性、I.目的語への影響性が大いに名

詞化に関係するという結論を出した。B,D,I それぞれのパラメータとは具体的にどのようなものか、また

それらのパラメータと連用形の名詞化の間に具体的にどのような相関関係が見られるのか見てみよう。 

 

 まず、B.動作性に関して、沈 晨（2013）は「目にみえる動作が発生しているかどうか」という問題を判

断基準として、データと照らし合わせ、分析した。その判断基準により、「祈る」や「喜ぶ」のように、

心理・感情を表す語は内的状態であり、動作性がもっとも弱いとされる語は「－動作性」の語と名付けら

れ、「その類の動詞の連用形はほとんど自立タイプに入り、複合語の支えを必要としない」と述べている。

一方、「押す」や「たたく」など、動作性が強い語（「＋動作性」の語）は自立タイプが少なく、多くは

複合語か構文補助の形式で名詞化される。さらに「答える」や「誘う」のように、人間の認識活動・表現

活動・言語活動動詞というのは「＋動作性」の動詞と「－動作性」の動詞の中間に位置するように思われ

るため、この類の動詞の多くは名詞化でき、一部は複合語形式で名詞化されるという。 

 

 D.瞬時性について、「動作が瞬時に完成するかどうか」ということを判断基準にして、「遊ぶ」や「育

つ」など、動作が完了するまでに一定の時間が必要な動詞（つまり「－瞬時性」の語）は単独形式で名詞

化されやすいと述べている。一方、「たたく」や「刺す」など、動作の始まりと終わりに明確な時間的存

続が感じられない動詞（つまり、「＋瞬時性」の語）は複合形式での名詞化が要請されるという。 

 

 最後のI．目的語への影響性に関しては、「喜ぶ」や「祈る」など、感情・心理のような、対象物にほと

んど影響を与えない動詞（つまり、「－影響性」の語）は名詞化されやすいと述べている。それに対して、

「刈る」や「消す」など、対象物に形態・位置変化をもたらす語（つまり、「＋影響性」の語）は、特定

の構文の支えを要求するか、複合形式での名詞化が多く見られる。また、「答える」や「誘う」のように、

人間の認識活動・表現活動・言語活動動詞など、「＋影響性」の動詞と「－影響性」の動詞の中間に位置

する動詞は自立形式で名詞化されやすいという。 

 

 3 つのパラメータと連用形の名詞化との相関関係をまとめると、B.動作性、D.瞬時性、I.目的語への影

響性の3つとも(－)の場合、動詞の連用形が最も単独で名詞化しやすい。その例として、「喜ぶ」や「願
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う」が挙げられる。一方、B.動作性、D.瞬時性、I.影響性の3つとも(＋)の場合、つまり、働きかけの力

(動作性・瞬時性・影響性)が強い場合は、動詞の連用形が単独の形で名詞化しにくく、ほとんど複合語の

形で名詞化される。例として「入れる」や「置く」などがある。表にまとめると、次のようになる。 

 

表3 自動性のパラメータと名詞化の関係（沈 晨、2013） 

 喜ぶ 調べる 乾く 作り 叩く 入れる 

影響性 － － ＋ ＋ － ＋ 

動作性 － ＋ － ＋ ＋ ＋ 

瞬時性 － － － － ＋ ＋ 

名詞化 

パターン 

 

自立 

 

構文補助 

 

複合語 

    

名詞化という操作は、動詞がもつ意味構造(行為連鎖)の全体あるいは一部分を切り取って、デキゴトまた

はモノという名詞の概念に変えることである(影山、1999)。その理論に基づいて、沈 晨（2013）は分析し

た結果を更に動詞の語彙概念構造と照らし合わせて、名詞化の難易をより分析した。沈 晨（2013）の分析

に入る前に、動詞の語彙概念構造とは何かについて、述べておこう。 

 

 語彙概念構造(Lexical Conceptual Structure, LCS)あるいは概念構造（Conceptual Structure）とは、

動詞が表す概念的な意味を抽象的な述語概念で表示した構造である。これは意味理論の一つで、動詞の概

念的意味を明確に表示し、統語構造と意味構造との関係の明確化を目的としている。語彙概念構造の基本

形は以下の4つである。 
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表４ 語彙概念構造の基本形 

語彙概念構造の基本形 公式 例 

A 状態 状態（State）（アル型） 

  [ [ ]y BE AT- [ ]z] 

ある、いる 

 

B.状態変化（動き） 

（ナル型） 

 

１．変化（change） 

 [BECOME [ [  ]y  BE  AT - [   ]z ] ] 

太る、疲れる 

２．移動（motion） 

  [ [ ]y MOVE [Path]z ] 

到着する、出発する 

C.継続活動（スル型） 

自動詞と他動詞を含む 

 

 [ [ ]x ACT  ON - [ ]y] 

自動詞：働く、降る 

他動詞（接触・打撃動詞）：蹴

る、誉める。 

D.使役（使役他動詞）

（causation） 

[[ ]x CAUSE[BECOME[[ ]y BE AT - 

[ ]z]]] 

壊す、沸かす 

  

上記のA,B,C,Dの構造を見比べると、A,B,Cが基本的な意味タイプを構成し、使役他動詞（D）は継続活動

（C）と状態変化・位置変化（B）を使役関係（つまり、コントロールの作用）で結び付けたものであるこ

とが分かる。状態（A）と状態変化（B）は人間や外的原因が関与しない自然発生的な出来事ないし状態を

意味している。一方、継続活動（C）は、多くの場合、そのエネルギーは動作主によって行使される。A, B、

Cを合体したものが使役構造（D）である。使役構造では、使役作用となる活動が先にあり、その結果、何

らかの状態変化がもたらされるから、使役作用の部分が上位事象（Supper-Event）であり、それによって

もたらされる結果の部分は下位事象（sub－Event）である。 
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図1．語彙概念構造図（D構造） 

 

 

               

 

 

               

 

 

 

                            

                                                                                                               

 

 

 

この構造では、使役事象が左側（ACT）、結果事象が右側に並べられている。これは上位事象＋下位事象と

の時間的流れを捉えている。上位事象の部分には継続活動（C）が入り、下位事象の部分には（A,B）の状

態ないし状態変化の構造が入る。つまり、状態（A）と状態変化（B）は下位事象だけからなる構造であり、

逆に継続活動（C）は上位事象だけで下位事象を持たない構造だということになる。一方、使役他動詞（達

成動詞）は上位事象と下位事象の両方を表すものである。 

 

  沈 晨(2013)はコーパスの動詞と語彙概念構造を照らし合わせて、次のような結論に至った。まず、

「祈る」や「調べる」など、「+/-動作性」「－影響性」「－瞬時性」の動詞は継続活動の動詞（上位事象）

で、これらの動詞は連用形が自立形式で名詞化するケースが多い。また、「濡れる」や「乾く」など、「－

動作性」「＋影響性」「＋瞬時性」の動詞は変化の過程や結果を表す動詞で、語彙概念構造では「下位事

象」にあたる。これらの動詞は概念的に自立しておらず、複合語の名詞化を要求する。さらに、「置く」

や「入れる」などの「＋動作性」「＋影響性」「＋瞬時性」の動詞は語彙概念構造の全体を有するもので

ある。つまり、「上位事象＋下位事象」の公式を有する動詞で、この類の動詞は他動性が強く、働きかけ

の力と対象物が緊密な関係があり、働きかけの力として依存的であるため、名詞化しようとすると複合語

での名詞化を要求する。結論として、働きかけの力(動作性・瞬時性・影響性)が強ければ、動作・行為と

上位事象 下位事象 

達成（accomplishment） 

ACT 

CONTROL 

BECOME STATE 

活動

（activity 

到達

(achievement) 

BE 

状態(state) 
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対象物の関係がより強い力で結ばれ、行為連鎖から切り取る(名詞化する)際、動作・行為の程度・具合な

どを明記するか、対象物と一緒に切り取るか、といったことが要求される。言語表現では、特定構文を必

要とするか、項との複合が求められると考えられる。 

 

 以上の分析を経て、沈 晨(2013)は次のように名詞化の難易度をつけた。なお、以下の公式は、左へ行く

ほど名詞化しやすく、右へ行くほど名詞化しにくいことを表す。 

 

     上位事象＞下位事象＞上位事象＋下位事象 

 

 上記のように、A(状態動詞)とB（状態変化動詞）は下位事象のみからなる構造で、C（継続活動動詞）は

上位事象だけで下位事象を持たない構造であり、D（使役他動詞）は上位事象と下位事象の両方を受け持つ

構造である。これに沈晨（2013）の分析を合わせてみると、連用形の名詞化難易度は以下のようになると

考えられる。 

 

    活動動詞 ＞ 状態動詞・状態変化動詞 ＞ 使役他動詞 

 

  

要するに、単独で最も名詞化しやすい動詞は活動動詞で、その次は状態動詞と状態変化動詞であり、使

役他動詞は最も単独で名詞化しにくい動詞だということになる。また、沈晨（2013）では、「－瞬時性」に

なると名詞化しやすくなるという。 

 Shen Chen (2013)及び沈 晨（2013）の研究によって、同じ連用形名詞と呼ばれるものの中でも、名詞化

のしやすさに段階があり、どの動詞類がどの段階にあるかということがある程度明らかになった。しかし

ながら、実際、インターネットで調べたたところ、最も名詞化しにくいと判断された「上位事象＋下位事

象」を持つ動詞の連用形でも名詞として使用される用例が非常に多い。これが何を意味するかについて、

1.3の問題点でより詳しく述べたい。 

 

  

名詞化しやすい 名詞化しにくい 
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1.3 問題点 

 先行研究では、動詞連用形の名詞化については、多少の見解はあるものの、次のような疑問が残るので

はないだろうか。第一に連用形が名詞化できる比率は本当にそんなに低いのかということである。西尾

（1961）による「3割～4割程度しか名詞化できない」という指摘は、それ以降の先行研究にもよく引用さ

れている（金（2003）、Shen Chen（2013））。また、西尾（1961）は三宅（1950）を参考にして、この3

割～4割という数字を出していると思われる。西尾(1961)の時代ではITなどの技術が発達していなかった

ため、統計には、人的な作業が必要であった。そのため、西尾(1961)の名詞化率は当時の西尾のコーパス

から言えば妥当な数字かもしれないが、何十年も後の研究においても、西尾（1961）のデータをそのまま

引用することにはやはり疑問を感じる。現に、その名詞化できるという 3割～4割の動詞は、具体的にど

のような動詞であるのかを指摘している研究がない。実際、コマーシャルやブログなどをみると、先行研

究では名詞化できそうにないとされている動詞連用形であっても、名詞として使われているような印象を

受ける。実際に名詞化できる連用形の比率は3割～4割よりも遥かに高いのではないかと予測される。 

 

 また、Shen Chen (2013)及び沈 晨（2013）の研究によって、同じ連用形名詞と呼ばれるものの中で、異

なる自立のパターンがあること、またどの動詞の連用形がどのパターンで名詞化しやすいかということが

ある程度明らかになった。しかし、単独で最も名詞化しにくいとされた動詞でも、「散らす」の連用形で

ある「チラシ」のように名詞化できる用例がかなり存在する。沈晨（2013）は動詞の語彙概念構造だけを

判断基準としているが、例外が多く存在するということから、沈晨（2013）の判断基準以外にも連用形の

名詞化を可能にする条件が存在するのではないかと考えられる。 

 

 最後に、Shen Chen(2013)も含め、今までの先行研究は新聞などから用例を採集して分析するのが主流で

あった。わずかながら、中道(2004)がインターネットの検索により、「食べ」や「起き」など、今まで名

詞化できないとされてきた動詞が名詞として使われている場合について論じているが、それは事実を指摘

する段階に留まっている。西尾(1961)が指摘しているように、漢語と比べ、連用形名詞は家庭生活など衣

食住に直結した場面で使用される場合が多い。もしそうなら、辞書や新聞などは連用形名詞が使用される

典型的な環境とはいえず、そこにある連用形名詞だけを考察対象にするのでは、連用形名詞の大きな特徴

を見逃してしまう恐れがある。一般的にブログやコマーシャルなどに出てくる連用形名詞の用例は誤用か

言葉の乱れというレッテルを貼られて、研究対象として見られない傾向がある。しかし、そのように誤用

や言葉の乱れとして片付けてしまうと、「連用形名詞」の実像が見えなくなるのではないだろうか。 
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  以上の問題点に対して、本稿では、1．連用形の名詞化率と 2.連用形の成立条件についてより明らか

にしたいと思っている。具体的に、動詞連用形の名詞化率が実際 3割～4割よりも遥かに高いのではない

か、また連用形が名詞化できる条件としてどのようなものが存在するかを明確にしたい。この二つの課題

を解き明かすにはどのようなものを対象とし、どのような方法で研究を進めるのかについて、次章で詳し

く述べたい。 
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第 2章 

研究の対象と手順、用例採集について 

 

第1章で述べたように、本研究の目的は大きく分けて（１）連用形の名詞化率を見直すこと、（２）連

用形名詞の成立条件を明らかにすることという二つである。この2つの目的については連用形名詞に関す

る先行研究でも様々な観点で論じられてきた。まず、連用形の名詞化率については、西尾（1961）による

「3割～4割程度しか名詞化できない」という指摘があるが、それよりも遥かに高いのではないかと予測さ

れる。 

 

 また、今までの先行研究は新聞などから用例を採集して分析するのが主流であったが、西尾(1961)が指

摘しているように、漢語と比べ、連用形名詞は家庭生活など衣食住に直結した場面で使用される場合が多

い。その指摘から、辞書や新聞などのフォーマルな文章よりも一般の感想文や日常の生活を綴る文章など

の方が連用形名詞がよく使用されるのではないかと推測される。今までの研究は辞書や新聞などから用例

採集したものがほとんどであった。しかし、そこにある連用形名詞だけを考察対象にするのでは、連用形

名詞の大きな特徴を見逃してしまう恐れがあるのではないだろうか。そのような判断により、筆者は今ま

で対象とされてこなかったブログやコマーシャルなどに出てくる連用形名詞の用例を対象にすることにし

た。それらの文章に使用される連用形名詞を分析することにより今まで明らかにされてこなかった連用形

名詞の性質を見つけ出し、連用形名詞の全体像をより明確にしたいと考えている。上記の研究の背景と研

究の目的を踏まて、本稿は次のように研究の対象を設定する。 

 

2.1 研究の対象 

 連用形の名詞化を可能にする条件を明らかにするために、今まで対象とされていない不安定な連用形名

詞を対象にして分析する。不安定な連用形名詞とは、辞書の見出しにあったり、新聞などに出てきたりす

る「安定している連用形名詞」ではなく、今までさほど注目されておらず、日本人母語話者のレキシコン

に定着していないような連用形名詞のことである。その不安定な連用形名詞を対象にする理由は以下の通

りである。 

 

①動詞の連用形は全体の 3割～4割しか名詞化できないという従来の指摘と異なって、実際は、連用形の

名詞化率が非常に高いのではないか、あるいは、極端にいうとすべての連用形が名詞化できるのではない
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かということを証明したい。そのため、今までずっと名詞化できないと判断されてきた連用形の名詞化事

例を採集して、証明する。 

 

②連用形名詞の成立条件について、より明らかにしたい。今まで連用形名詞の成立条件について Shen 

（2013）等、先行研究では触れられているものの、まだ結論に至っていない。今回筆者は先行研究と違っ

た観点からその成立条件を分析していきたい。具体的には、まず不安定な連用形名詞を採集して、それら

の用例から連用形名詞の成立条件を読み取る。名詞化しにくいとされるものが、実際には大量に名詞化で

きるとなれば、そこには連用形の名詞化を可能にする、今まで発見されていない何かの条件が潜んでいる

に違いないと思われる。以上の二つの目的で、本研究の対象は「不安定な連用形名詞」であるが、どうや

って不安定な連用形名詞を採集できるかについては2.2．で詳しく述べる。 

 

2.2. 用例採集について 

2.2.1用例採集の対象の絞り方 

2.1 で述べたように、考察の対象は不安定な連用形名詞である。ここで、以下のステップを経て対象と

なる連用形名詞の元の動詞を選出する。 

 

ステップ1 

『日本語基本動詞用法辞典』から全ての単純和語動詞を抽出する。 

 

ステップ2 

単純和語動詞の連用形を「安定した連用形名詞」と「それ以外の連用形」に分ける。 

 

ステップ3 

「安定した連用形名詞」となる動詞を除く。 

 

ステップ4 

「それ以外の連用形」を対象とする。 
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初めに『日本語基本動詞用法辞典』から全ての単純和語動詞を抽出する。日本語の動詞は語種の観点から

分析すれば、和語動詞、漢語動詞、外来語動詞のように分けられる。また、サ変動詞を除いて、和語動詞

は単純動詞と複合動詞に分けられる。本稿の研究対象は単独の連用形であるため、まず単純和語動詞を取

り出す。このステップでは、『日本語基本動詞用法辞典』を判断材料として、その見出しに掲載されてい

る動詞のうち、全ての単純和語動詞を抽出する。漢語動詞や複合動詞は、対象外とする。結果として 595

の動詞を選出することができた。そして、ステップ2では、ステップ1で作成した単純和語動詞のリスト

から更に対象を絞るために、「安定した連用形名詞」になる動詞と「安定した連用形名詞」にならない動

詞という2種類に分ける。なお、安定しているか否かという判断については、『日本国語大辞典』におい

て、見出しになっており、かつ解説のところに「連用形の名詞化」か「名」と記述されている動詞連用形

を「安定した連用形名詞」とした。そして、それ以外は「安定した連用形名詞」にならないもの、つまり

「不安定な連用形名詞」として、それを用例採集の対象とする。その結果、56 の「不安定な連用形名詞」

となる動詞がリストアップできた。この56の動詞は以下の表5の通りである。 
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表5 「不安定な連用形名詞」となる動詞一覧 

番号 動詞 番号 動詞 番号 動詞 番号 動詞 

1 開ける 15 失う 29 刺さる 43 逃がす 

2 空ける 16 奪う 30 冷ます 44 臨む 

3 温まる 17 得る 31 覚ます 45 履く 

4 暖める 18 教わる 32 知る 46 離す 

5 温める 19 溺れる 33 吸う 47 放す 

6 改まる 20 傾ける 34 過ごす 48 貼る 

7 現す 21 固める 35 済ます 49 広げる 

8 表す 22 噛む 36 住む 50 ぶつかる 

9 生かす 23 来る 37 食べる 51 ぶつける 

10 致す 24 加わる 38 縮める 52 増やす 

11 傷める 25 蹴る 39 解き 53 殖やす 

12 植える 26 裂く 40 溶き 54 減らす 

13 浮かべる 27 割く 41 溶ける 55 燃やす 

14 動かす 28 避ける 42 届く 56 沸かす 

 

実際、以上の56動詞のほかに、ズボンをはく意味の「穿く」もあるが、「穿く」は常用漢字ではないため、

実際使用される時に靴をはく場合の「履く」の字で代用される場合が多いと推測しているため、今回対象

の動詞から外した。 
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2.2.2グーグル検索エンジンによる用例採集 

 「不安定な連用形名詞」となる動詞を選出した後、それぞれの動詞の連用形が名詞として使われている

かどうかをグーグルの検索エンジンを用いて検索した。前述したように、今までの先行研究では辞書や新

聞によるコーパスを用いることが多かった。しかし、他のコーパスを使えば、連用形の名詞化率は3割～

4割よりも遥かに高いことが予測される。またShen Chen（2013）等は、従来指摘されている連用形の名詞

化の判断基準以外にも何らかの条件が存在しているのではないかということを示唆している。そこで今ま

での先行研究で使用されているコーパスとは異なる、全く新しいコーパスとしてデータが豊富なグーグル

を用いることにした。 

 

 しかし、グーグル検索エンジンを利用して用例採集する際、データが膨大であるという利点の裏に、探

したいデータを絞れないという問題がある。連用形名詞の中でも筆者は最も名詞化しにくいといわれる単

独の連用形の名詞化に注目しており、それだけを対象にしたいため、用例採集の際に、複合語の連用形名

詞の用例を除外しなければならない。例えば、動詞「奪う」の連用形「奪い」が名詞として使用されるか

どうかを検索する時、検索エンジンに「奪いが」を入力すると、祭りの名前である「花奪い」という用例

がずらりと出てくる。検索の目的は「～～＋奪い」という複合名詞ではなく、「奪い」という連用形が単

独で名詞化できる用例を採集することである。そのような不要な用例が出てこないように、検索する際に

条件を加えなければならない。そこで、①「完全に一致する語句の検索」と②「語句や文字を除外する検

索」の検索機能を用いた。 

 

①の「完全に一致する語句を検索」 とは、高度な検索オプションの一つで、この検索機能を使用すると、

スペースを含めた文字全体が検索される。テキストボックスに入力された語句と同じ順序のものだけが検

索されるものである。この「完全に一致する語句を検索」 という機能を活用して、テキストボックスに”

連用形名詞＋α”を入力して、連用形を名詞として使用される用例を集める。αとは名詞の後によく出て

くる文字である。αは主に助詞であるが、名詞が文末に置かれる場合、αは「だ」や「です」」等の助動

詞になることもある。具体的にαには次のようなものが含まれる。 
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表6 検索キーワードの後の要素（α） 

1 助詞 を 

2 助詞 が 

3 助詞 の 

4 助詞 で 

5 助詞 と 

6 助詞 から 

7 助詞 まで 

8 助詞 に 

9 助詞 や 

10 助詞 など 

11 助詞 は 

12 助詞 も 

13 助詞 こそ 

14 助詞 さえ 

15 助動詞 だ 

 

グーグル検索エンジンのテキストボックスに ”連用形名詞＋α” を入力することによって、後ろに動詞

として「～ます」や「～ました」などのような不要な用例を排除することができる。また、「名詞＋です」

「名詞＋でした」も出てくる場合もあると思っているが、ここで「４」の「で」だけ使うことで、「名詞

＋（助詞）で」、「名詞＋です」「名詞＋でした」という３つの場合の用例を検索することができる。 

 

具体的にどのように検索していくかというと、例えば、「奪う」の連用形である「奪い」が名詞として

使用される用例を検索するには、順番に、（1）“奪いを” 、（2）“奪いが”、 （3）“奪いの”、（4） 

“奪いで”、（5） “奪いと”、（6）“奪いから”、 （7）“奪いまで”； （8）“奪いに”、（9）

“奪いや”、（10）“奪いなど”、（11）“奪いは”、（12）“奪いも”、（13）“奪いこそ”、（14）

“奪いさえ”、（15）“奪いだ”のキーワードを入力して検索する。 
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また、検索結果に複合動詞、複合名詞の例を除くために②「語句や文字を除外する検索」という機能を

使って、不要な用例を減少させる方法も取った。例えば、動詞「奪う」の連用形「奪い」が名詞として使

用されるかどうかを検索する時、検索エンジンに「奪いが」を入力すると、お祭りの名称である「花奪い」

という用例がずらりと出てくる。検索の目的は「何か＋奪い」という複合名詞ではなく、「奪い」という

連用形が単独で名詞化できる用例を採集することであるため、ここで「語句や文字を除外する検索」とい

う機能を使って「花奪い」のような用例を排除する。具体的にはグーグル検索エンジンに「“奪いが” －

“花奪い”」のように“花奪い”の前にマイナス記号(－)を付ける。それによって検査の結果に「花奪い」

に関する用例が出なくなる。実際、検索する際に、グーグルの膨大なデータから探したい用例だけを集め

るのに、極力制限を掛けた。例えば、「開ける」の連用形「開け」では、逆引き辞典により「開け」が複

合語の後項として使用される名詞を全て取り出しマイナス検索の対象にした。具体的に、以下のようにキ

ーワードを入力した。 

 

 「開け」の用例検索に入力したキーワード： 

「”開けが” -横開け -ドア開け -GW 開け -窓開け -海開け -箱開け -缶開け -袋開け -月開

け -梅雨開け -カーテン開け -あけがらし -鍵開け  -孔開け -穴開け -左開け -右開け -窓

開け -クローズ開け」 

 

 以上の検索方法により、56の動詞連用形に対して名詞として使用される用例を集めた。実際、検索した

際に、「温め」や「蹴り」、「ぶつかり」など、いくらでも用例が出てくる動詞連用形もある。グーグル

は膨大なデータベースのため、最も普及している用例が絞れるように、全ての対象の動詞に上限をかける

ことにした。それは、一つの“連用形名詞＋α”というキーワードに対して検索結果の10ページ目までし

か用例を採集しないということである。例えば、「開け」では、「開けを」について検索し、その10ペー

ジ目までを対象に用例を採集し、次に、違うキーワード〝開けで”で、また10ページ目までを対象に検索

して用例を採集するというやり方である。実際、上記の「温め」や「ぶつかり」の場合、10ページ目まで

ならたくさんの用例が採集できる。一方、「空け」や「来」などは、検索の結果は10ページどころか、２

～３ページしか出てこない動詞の連用形もある。以下2.3でこの検索方法による用例採集の結果を示す。 
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2.3 用例採集の結果 

対象の56動詞についてグーグルで検索した結果、56動詞のうち、55動詞は連用形が名詞として使用さ

れる用例が見つかった。今まで名詞化できないと思われてきた動詞でも名詞として使われているという事

実から、連用形の名詞化率は今までの先行研究による 3割～4割という指数より遥かに高いのではないか

と考えられる。特に中でも「温まり」や「ぶつかり」など、動詞連用形が名詞として使用される用例が数

百にものぼるものもたくさんある。現実にこれほど多くの実例がある動詞連用形の名詞化を、単なる誤用

として片づけるべきではないだろう。対象動詞の用例の数は以下の表7の通りである。なお、すべての用

例は別冊の付録に記載されている。 

 

表７ 対象の動詞と名詞化用例の数 

番号 動詞 連用形名詞 用例数 

1 開ける 開け 153 

2 空ける 空け 29 

3 温まる 温まり 387 

4 暖める 暖め 310 

5 温める 温め 423 

6 改まる 改まり 260 

7 現す 現し 116 

8 表す 表し 54 

9 生かす 生かし 72 

10 致す 致し 5 

11 傷める 傷め 25 

12 植える 植え 30 

13 浮かべる 浮かべ 16 

14 動かす 動かし 230 

15 失う 失い 195 

16 奪う 奪い 118 

17 得る 得 0 

18 教わる 教わり 79 
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番号 動詞 連用形名詞 用例数 

19 溺れる 溺れ 101 

20 傾ける 傾け 173 

21 固める 固め 56 

22 噛む 噛み 47 

23 来る 来 13 

24 加わる 加わり 214 

25 蹴る 蹴り 325 

26 裂く 裂き 35 

27 割く 割き 72 

28 避ける 避け 149 

29 刺さる 刺さり 222 

30 冷ます 冷まし 250 

31 覚ます 覚まし 30 

32 知る 知り 24 

33 吸う 吸い 266 

34 過ごす 過ごし 124 

35 済ます 済まし 13 

36 住む 住み 182 

37 食べる 食べ 226 

38 縮める 縮め 91 

39 解き 解き 21 

40 溶き 溶き 36 

41 溶ける 溶け 312 

42 届く 届き 228 

43 逃がす 逃がし 104 

44 臨む 臨み 83 

45 履く 履き 26 

46 離す 離し 53 
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番号 動詞 連用形名詞 用例数 

47 放す 放し 21 

48 貼る 貼り 239 

49 広げる 広げ 31 

50 ぶつかる ぶつかり 358 

51 ぶつける ぶつけ 116 

52 増やす 増やし 78 

53 殖やす 殖やし 14 

54 減らす 減らし 74 

55 燃やす 燃やし 57 

56 沸かす 沸かし 122 

 

56動詞の中で唯一用例が見つからなかったのは、「得る」の連用形である「得」である。「得る」の場合、

連用形が「え」で一音節しかないために名詞化できないとも考えられるが、実際、「来る」の連用形「来」

も一音節であるにもかかわらず名詞化の用例がみつかった。「来る」の連用形である「来」について、次

のような用例を採集できた。 

 

（1）人の来が少ない砂利道では、道の中央でも生育し始めています。 

http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/koho/blog/siretoko/2014/1407.html 

 

（2）明日からの祝日の来に期待して、明日に備えて就寝します 

http://s.webry.info/sp/yukiyan-syuri-saemin.at.webry.info/201602/article_4.html 

 

「得る」の「得」について、用例がないのはグーグル検索では調査の手法に限界があるためである。つま

り、「得」だけ書くと「とく」と読む可能性が出てくるため、「得る」の連用形である得（え）は名詞と

して使用されるかどうかグーグル検索だけでは判断できないからである。それと少し同じように、「解く」

と表示される動詞は「とく」とも呼ばれれば「ほどく」とも読まれるため、「解く」の連用形である「解

き」を検索する際、表示された用例の「解き」は「とき」なのか、「ほどき」なのか区別しにくい用例が
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多いのである。そのため、「ほどき」と読む用例を除き、「解き」（とき）に関する用例は21しか採集で

きなかった。 

 一方、用例が20以下の連用形名詞は以下の５つである。 

 

表8 用例が20以下の連用形名詞 

番号 動詞連用形 用例数 

1 致し 5 

2 済まし 13 

3 来 13 

4 殖やし 14 

5 浮かべ 16 

 

それぞれの動詞連用形が名詞として使用される場合が少ない理由としては次のようなことが考えられる。 

まず、５つの動詞のうち、類似の動詞が存在する動詞が３つ（済ます・浮かぶ・殖やす）である。この３

つに見える共通点は、それぞれの動詞に似ている意味の動詞があって、かつその似ている意味の動詞の方

がよく使用されることである。例えば、「浮かべる」には自他対応の動詞として「浮かぶ」という動詞が

ある。この「浮かぶ」の連用形である「浮かび」も名詞としての用例が少ない。一方、「浮かぶ」の意味

とほぼ同じ「浮く」という動詞の連用形「浮き」は非常に用例が多い。また、「浮く」の使役形である「浮

かせる」の連用形「浮かせ」についても名詞としての用例が「浮かべ」よりもかなり多い。つまり、「浮

かぶ」と「浮かべる」より「浮く」「浮かせる」という動詞ペアのほうが頻繁に使用されるため、「浮か

び」・「浮かべ」というペアは「浮き」・「浮かせ」というペアに比べ名詞として使用される用例が少な

いのではないかと思われる。また、「済まし」についても同様に、「済ます」という動詞とよく似たよう

な意味を持っている「済ませる」という動詞がある。「済ませる」の連用形である「済ませ」は「お済ま

せ」という言葉で名詞として使用されている。「お済ませ」という連用形名詞があるために、「済ます」

の連用形である「済まし」は名詞として使用される用例が少ないのではないかと思われる。また、「殖や

し」については同音の「増やす」という言葉があり、「増やす」は「数量が多くなるようにする」という

意味であるのに対して、「殖やす」はお金や生き物がふえるようにするという意味である。つまり、「殖

やす」の意味を「増やす」でカバーできるため、「お金を殖やす」と言いたい時に「増やす」を使う場合

も多いのではないかと思われる。その結果、「殖やす」に関する用例が少なくなったのではないかと考え

られる。 
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次に、「致す」の連用形である「致し」の用例の少なさについてであるが、「致す」は「する」の謙遜

語である。例えば「電話する」を名詞化する場合は「電話」を使うし、「問い合わせする」「待ち合わせ

する」の名詞化の際も「問い合わせ」や「待ち合わせ」を使うといったように、「～する」という動作・

行為を名詞化する場合、「する」の前に来る名詞がそのまま使用されることが多く、「問い合わせし」」

「待ち合わせし」のように、「する」の連用形自体は名詞化しない。それで、「する」の謙遜語である「致

す」が使用される例も「電話致す」「問い合わせ致す」といったようなものなので、これらを名詞化する

際も「致す」の前にくる名詞をそのまま使うことになるため、「致す」の連用形である「致し」はあまり

名詞として使用されないのではないかと思われる。 

 

最後に、「来る」について用例が少ない理由は「来る」の基本形の読み方と連用形の読み方が異なるか

らではないかと考えられる。もともと「来る」は基本形は「くる」と呼ぶのであるが、連用形だと「き」

になる。つまり、「来る」の基本形・連用形の読み方は一般の動詞の基本形・連用形の規則と異なるため、

連用形があまり名詞として使用されないのではないかと思われる。 

 

以上は名詞としての用例数が最も少ない５つの動詞連用形についての考察であった。一方 56 動詞のう

ち、最も用例数が多い10動詞は以下の通りである。 

 

表9 用例が最も多い10の動詞 

番号 動詞連用形 用例数 

1 温め 423 

2 温まり 387 

3 ぶつかり 358 

4 蹴り 325 

5 溶け 312 

6 暖め 310 

7 吸う 266 

8 改まり 261 

9 冷まし 250 

10 貼り 239 
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用例をみてみると、全体的に自動詞の連用形はどれも名詞の用例が多い。56 動詞のうち自動詞は 9 つ

（温まる・改まる・溺れる・加わる・刺さる・住む・ぶつかる・溶ける・届く）で、どれも連用形名詞の

用例が百台以上で、これらの連用形名詞は文中の主語や目的語など様々な役割を果たし、一般の名詞と同

じように使用されている。 

 

一方、自動詞、他動詞という観点のほかは、各動詞の名詞化については一定の規則がないように見える。

例えば音節が多い動詞連用形の方が音節がすくない動詞連用形より名詞化しやすいかというとそうでもな

い。実際「蹴る」の「蹴り」は音節が少ないが用例が325と56動詞のうち最も用例数の多いトップ5に入

っているのに対して、「浮かべ」や「済まし」などの3音節の動詞も用例数が最も少ない5動詞に入って

いる。ちなみに、同じ三音節の連用形でも「冷まし」のように名詞としての用例が非常に多いものもあれ

ば、前述の「浮かべ」や「済まし」のように用例が少ないものもある。したがって、音節の数が連用形の

名詞化に影響しないのではないかと思われる。以上の結果から一つの動詞の連用形が名詞化できるかどう

かについてはその動詞自体の文法的な分析だけでは説明しきれないのではないかと思われる。そこで次章

でそれらの動詞連用形の名詞としての用例を語用論の観点から分析を試みたい。  
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第 3章 

語用論の観点からみた連用形名詞 

 

動詞連用形の名詞化を可能にする条件を考える際には、動詞そのもの自体の分析だけでなく、連用形名

詞が使用される文章の背景、発話の場も大切だと思われる。第2章でも述べたように調査の対象にした56

動詞の連用形名詞はどれも「不安定な連用形名詞」で、一般の日本語母語話者のレキシコンに馴染まない

連用形名詞である。つまり、それらの連用形名詞を使用した人たち（発話者）は、既に定着している名詞

を用いるのではなく、わざわざ多少聞きなれない、見慣れない連用形名詞を選んで自分の気持ちや伝えた

い情報を表現しているのである。この「わざわざ選ぶ」という行為には何等かの意味があるのではないだ

ろうか。つまり、普通に定着している名詞には表現しきれない何かがあって、その何かをこれらの連用形

名詞が持っているからこそ選んで用いられたのだと推測される。では、連用形名詞はどのような場面でよ

く使用され、そこで使用される連用形名詞はどのような役割を果たしているのか、この第3章では、集め

た用例から連用形が使用された文章の背景から明らかにしたい。 

 

3.1 特定分野の用語として使用される連用形名詞 

用例採集の結果を分析したところ、連用形名詞が「特定の分野の用語」として使用される傾向があるこ

とが分かった。つまり、用例をみると、それぞれの連用形名詞はほとんどどこか一定の分野に関する文章

に多く出てくる傾向がある。詳細に言うと、その「特定分野の用語」には（a）「仲間ことば」、（b）「機

械等の機能の名称」、（c）「モノづくりの工程の名称」、（d）「スポーツの動作名」という4種類に集

約できる。 

 

3.1.1 仲間ことば 

 まず、(a)「仲間ことば」について定義しておきたい。「仲間ことば」とは、「同じ分野で一定の関係、

共通点を持つ人たちの間で使用される、その分野に関する言葉」である。仲間ことばとして使用される動

詞連用形は①「開け」、②「改まり」、③「現し」、④「固め」、⑤「噛み」、⑥「刺さり」、⑦「吸い」、

⑧「過ごし」、⑨「住み」、⑩「食べ」、⑪「溶け」、⑫「届き」、⑬「臨み」、⑭「離し」、⑮「貼り」、

⑯「増やし」、⑰「燃やし」、⑱「沸かし」の18動詞連用形である。それぞれの連用形と用例は以下の通

りである。 

 

①「開け」： 「開け」に関しては、「アクセスの開け」か「開け」だけでオートバイ操作用語として使用
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される傾向がある。「開け」の 153例の内、32例（20.77%）がオートバイレースやオートバイの練習に関

する文章に使用されていた。また、「針の開け」や「開けを期待する」など、パチンコを話題にする際の「開

け」の用例は全部で22例（全体の14.28%）であった。 

 

（パチンコ） 

(1)丁寧に使用しているお店が多いので、開けが入れば発射台が高い分だけ（日ごろの調整が甘い分だけ）

期待値は↑↑↑。 

http://p-bl.jp/diary/130818.php 

 

（オートバイ） 

(2)アクセルの開けが少ないという事はエンジンの回転が低いのでクラッチをつなぐとエンジン回転が更

に低くなりエンストしやすいのです。   

http://www.t-mari.net/qa/qa_ride.htm 

 

②「改まり」：日本語の会話テキストや研究論文等に「改まりを感じる」や「改まりの表現」等の言い方

が261用例のうち64用例（全体の約25%）を占めている。また、宗教において「心の改まり」等「改まり」

を名詞として使用される用例は77（全体の約30%）にも上った。具体的は次のような用例である。 

 

（日本語の文法表現） 

（1）人物の上下・親疎関係のほかに、その場面の改まりの程度からも考える必要があります。 

http://nihon5ch.net/contents/bbs-study/old/mie-bbs.cgi?s=1717 

 

（宗教） 

（2）改まりとは、人と人とが助け合って生きていってほしいとの神様の願いに応えること。 

http://konkokyo.main.jp/?m=20141024 

 

③「現し」：「現し」は建築業界で使用される用語である。建築用語のサイトをみると、「現し」は次の

ように説明される。 
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「現し」とは「ふつうは仕上げ材によって隠蔽してしまう構造部分を、露出させる仕上げを現しとか、現

し仕上げという」（出典：http://www.kenchikuyogo.com/100-a/028-arawashi.htm）。建築用語としての

「現し」は116例中112例を占め、約98%を占めている。例は以下の通りである。 

 

（1）柱・梁は燃えしろ設計することで、45分準耐火構造としながら内部の木の現しを実現している。 

http://www.sendo-shien.jp/28/comment/download/comment_2.pdf?20170210 

 

（2）この住宅は準防火地域にあるが．外壁は土壁で防火構造を確保してその外を板張りとし、軒天は告示

で30mmの厚板を張ることで木の現しを可能にしている。 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/iezukuri_concours/sakuhin.html 

 

④「固め」：結婚式で夫婦の結びつきを固めるために取り交わす杯のことを「固めの杯」と呼ばれること

から結婚式に関する文章で「夫婦の固め」という表現がよく使われる。具体的に56用例のうち「夫婦の固

めをした」「夫婦の固めを願いだす」など、結婚式の夫婦の絆を固める儀式という意味の用例は16で、全

体の約30%を占めている。例は以下のようである。 

 

（1）これは、古礼の名残りである。江次第（ごうしだい・、朝廷の公事・儀式などを詳記した書）等によ

れば、昔は女は始め、婿の方へ行くことはなく、まず婿の方から来て、盃をして、夫婦の固めをなし、婿

がこの家に始まること三日五日、それ以上に長いこともあった。 

http://komonjyo.net/kekkonshiki.html 

 

（2）家庭結婚式は、式というよりはむしろ披露のほうに重点がある、とみるのが正しいようです。もちろ

ん、関係者の前で夫婦の固めをするのが重要な目的ではありますが、関係者に新しい夫婦ができたことを

披露し、社会的な公認をうるのが、より重要なねらいである、とおもわれるからです。 

http://www.oceanicenvironmental.com/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/%E7%B5%90%E5%A9%9A%E5%BC%8F%E3

%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E/ 

 

⑤「噛み」：47の用例のうちファスナーの歯の噛み合わせを表す「噛み」に関する用例は 14で、全体の

約25％を占める。その例は以下の通りである。 
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（1）そうすると、滑りがよくなるので綺麗にファスナーの噛みが解消されます 

https://matome.naver.jp/odai/2135626704456504601 

 

（2）噛みが悪いなら取り換えるほかはないのでは。 

（https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1435342024） 

 

⑥「刺さり」：「刺さり」に関する用例は222もあった。そのうち、釣り道具である釣り針について、「刺

さりがいい」や「刺さりをよくする」等の表現が「刺さり」に関する用例は106で、50%以上を占める。他

に、イヤホンに関する用例で、「サ行の刺さりが強く感じる」などの用例が27で、約10%を占める。さら

に、ダーツというボードゲームで矢の刺す加減についての用例が10であり、電子タバコについての用例と

して「刺さりが良い」「刺さりが悪い」などの用例が9である。具体的は以下のようなものがあげられる。 

 

（つり） 

（1）針の刺さりを良くする為に、①針自体を細くする。②針先の先端角度を小さく、抵抗を少なくする。

この2点が考えられます。 

http://www.morigen.co.jp/2dan2.html 

 

（イヤホン） 

（2）BA イヤホンで低域の音圧を稼ごうとすると、広域側の出力も高くなり、刺さりやすくなりがちでし

た。このSE846は刺さりが一切無いと言っても過言ではありません。 

http://www.e-earphone.jp/premium-class-earphone 

 

（ダーツ） 

（3）とにかく良く刺さる!4BAのような刺さりが好きな人には本当におススメ。 

刺さった時にダーツが揺れない。これは投げてて、とても気持ち良いですよ! 

ボードを貫くかのような刺さりで、まさに爽快。 

http://www.tito-shop.com/products/detail1375.html 
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（電子タバコ） 

（4）葉っぱの詰まってる先を指の腹で優しく挟んで次は少し楕円になったのを戻す位の強さで挟んであ

げると何もしなかった時より刺さりが良い気がします。 

http://hirogale.com/iqos-report-2-201 

 

⑦「吸い」：266用例のうち、赤ちゃんの母乳・ミルクの吸いに関する用例は39で、全体の約15％を占め

ている。また服やタオルの生地について「汗の吸い」という表現もよくみられる（全部で32例で、全体の

12％を占めている）。例は以下の通りである。 

 

（赤ちゃんの母乳等の吸い） 

（１）上唇のスジで、短いと唇の動きが制限されます。そのため、おっぱいの吸いが弱かったり、上顎の

成長が妨げられて歯ならびが乱れます。 

http://pedomouri.sakura.ne.jp/sinryo/sinryoZ.html 

 

（汗の吸い） 

（2）綿100%で汗の吸いも良く、サイズ調整のアジャスター付き♪ 

ツバにはワイヤーが入っているので 

くしゃっと形を作って被ってもかっこいいですよ(^○^) 

https://ameblo.jp/park-2b1g/entry-12281037001.html 

 

⑧「過ごし」：124用例のうち、障害者や高齢者等、「特別な主体の日常の過ごし方」を示す福祉施設につ

いての用例が29で、約23%を占めている。例として以下のようなものがあげられる。 

 

（1）ひとりひとりの趣味趣向に合わせて、外出計画（時には室内での過ごし）を立てます。  

ヘルパーと一緒に新しい世界を切り開いて行くような支援です。 

http://www.bethesda.jp/help.html 

 

（2）集団や個別での活動を通して一人ひとりのより良い放課後の過ごしを考えます。 

http://www.f-kouseikai.or.jp/hoyu/pamphlet.pdf 
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⑨「住み」：182用例のうち、152用例(約83%)は「住んでいるところ」「住んでいるエリア」の意味とし

て「住み」を友達探しのサイト等で見つかった。そこで、正確な住所ではなく、東京や埼玉など、どのエ

リア、地方に住んでいるか大まかに聞くときに、この「住み」が好まれる傾向がある。例は以下の通りで

ある。 

 

（1）ママ友を探してます♪年齢や住みは気にしないのでママさん・プレママさん 

仲良くしてください(^-^)/ 

住みが同じでしたら、ランチとか出来たら嬉しいです♪( ´▽ )` 

http://sukupara.jp/mtn_thread_show.php?thread_id=2064 

 

（2）住みが近い友達募集！ （投稿ID : raro ）  

http://jmty.jp/chiba/com-fri/article-raro 

 

⑩「食べ」：「食べ」という226例の中では、子育てフォーラムなどで子どもの離乳食の食べ方などについ

て「食べが悪い」、「食べがいまいち」、「食べがない」などの表現が使用されることが多かった。また、ペ

ットの餌食いについて相談する際にも、「食べをよくする方法」、「餌の食べを確認して」など、「食べ」と

いう連用形名詞が使用される。「食べ」という 226 例のうち、子どもが離乳食を食べる様子を表した「食

べ」の用例数は85（全体の約38％）で、ペットの餌の食べぶりについて表した「食べ」の用例数は119（全

体の約52％）である。「食べ」に関する用例は以下の通りである。 

 

（離乳食） 

（1）しかし、どうしても白米だと食べが悪く、おかずだけ食べて「お腹いっぱい」と言ってご飯だけ残し

ます。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13131983498 

 

（ペットの餌の食べぶりに関する用例） 

（2）食べが悪い時は、犬用の粉ミルク（人間用の牛乳は不可）や、子犬用の肉缶、ササミ

を湯がいたものなどを、少しだけフードに混ぜて与えると食欲を増進させます。 

http://www.11wanko.net/contents2/food.html 
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⑪「溶け」：石鹸が溶ける性質について「溶けが悪い」や「溶けがいい」などの用例は15で、他に、ビー

ル発酵の際に大麦が硬い粒から柔らかくなる変化も「溶け」という。この意味の「溶け」は全部で10例あ

り、「石鹸」の意味とそれぞれ約5%を占めている。例は以下の通りである。 

 

石鹸に関する用例 

(1) しかし、石けん受けの下に台所用のスポンジを敷いておけば、石けんの溶けを防ぎ、なおかつ洗面台

の掃除も簡単にできるようになります。  

http://j-dress.biz/soap-is-used-without-futility 

 

ビール発酵に関する用例 

（2）製法： 醸造用麦芽より発芽（溶け）を促進させた緑麦芽を、醸造用麦芽よりやや高い温度（90℃前

後）の熱風で焙燥し、特有の味と香りを付与します。 

http://www.asahibeermalt.co.jp/product/malt-hop/ 

 

⑫「届き」：228用例のうち、「電波の届き」に関する用例は106で、全体の約50%を占めている。その例

は以下の通りである。 

 

（1）WiFiの電波が家なのに届きが悪いです。 どぉしたらよいですか？ 

http://lineq.jp/q/6967275 

 

（2）以前の自宅の環境の物理的な配置の都合で、1階に設置していた Wi-Fiルータの電波の届きが悪く、

有線で繋ごうにもかなり遠回りで配線する必要があり、結局2階に中継器を設置、その配下にもう一つWi-

Fiルータをブリッジモードで接続して、宅内ネットワークを構築している。 

http://highmount.hatenablog.jp/entry/2016/05/08/230352 

 

⑬「臨み」：83用例のうち46用例は「試合に臨みをかける・つなぐ」などの表現が含めまれる。つまり、

対決や試合などの場合に「臨み」が名詞として使用される用例が全体の約 52%も占めている。具体的は次

のような用例である。 

 

（1）勝てば、準決勝に臨みが繋げられた、大事な一戦。 
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http://www.xn--8dsoxh92gv4owod.com/entry/2015/11/20/141125 

 

（2）ワールドカップギリシャ戦を引き分けで終え 

最終戦に臨みをつないだザックジャパン!! 

http://blog.at-scelta.com/bannister_m-pacela/coordinate/21463/ 

 

⑭「離し」「～キーの離し」や「長押し後の離し」など、ゲームやパソコン作業のためにキーボードを操

作する際に「離し」が使用されることが多く、53用例の22例があり、約41%を占めている。例として以下

のものが挙げられる。 

 

（パソコン操作） 

（1）それも書いてある。「シフトキーの押し・離しは文字端末では検出できないために、汎用性がありま

せん。」とそういうことだ。 

http://d.hatena.ne.jp/eclipse-a/20081124/1227518100 

 

（2）もっと低レベルでは keybd_event関数を使います。キーの押し・離しまで仮想的に再現できます。

使い方やサンプルは検索すればたくさん見つかるでしょう。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7256126.html 

 

⑮「貼り」： 採集した用例のうち、31 例はバイクや車などの車両に装飾用ステッカーを貼る際に使用さ

れる。これらの用例は全体の約13％を占めている。また、家の外壁、天井等に専用紙やグロスを貼る業務

に対して「貼り」で表現する用例が28用例で、全体の約12％を占めている。 

 

（バイクや車のステッカー装飾に関する用例） 

（1）昨日、とっしゃしゃん殿にステッカー作りと貼りをしていただきました！ 

http://minkara.carview.co.jp/en/userid/1191863/blog/ 

 

（家の装飾に関する用例） 

（2）本日でパテ作業は終了します。これから壁紙の貼りが始まります。 

http://blog1.koni-k.com/?cid=29 
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⑯「増やし」：78用例のうち、「パチンコの玉増やし」を意味する「増やし」の用例は 44で、全体の約

56％を占めている。 

 

（1）今回は右側での玉の増やしを一切考慮していません。 

アタッカーへのオーバー入賞やポケット（３個賞球）での増えも考慮しなければなりません。 

http://a-k-slot.com/hokutomusou-bo-da 

 

（2）まだ打てていませんが、打っている人の後ろから見る限り、電チュー開放も長く単調で電チュー3個

返しの為、マイナス調整でなければ、多くの増やしを期待出来そうです。 

 https://777-

pachinko.com/diary/2015%E5%B9%B4%E6%8C%A8%E6%8B%B612%E6%9C%88%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E7%8B

%99%E3%81%84%E7%9B%AE%E6%A9%9F%E7%A8%AE.html 

 

⑰「燃やし」： 57用例のうち、「枝」や「竹」等植物の燃やしについての用例が 18用例で、全体の約

30％を占めている。用例は以下の通りである。 

 

（1）今日は朝７時から３時間は、茗荷畑の草むしりと先日横浜の実家から持ち帰った枝木の燃やしをやっ

てきました。 

https://blogs.yahoo.co.jp/cswmk261/14773486.html 

 

（2）インドネシア社会のあり方、経済の仕組み、政治構造から推測すれば、スマトラでプランテーション

開発のための森林伐採燃やしと小規模農民らの燃やしが、おいそれと止むことはありえないでしょう。 

http://www.big.or.jp/~aochan/column/column2005/05sepoct.htm 

 

⑱「沸かし」：採集した「沸かし」の122例の内、天然温泉ではなくお湯を沸かす温泉の種類を「沸かし」

と表示する用例が47例があり、全体の約39％を占めている。 

 

（1）温泉は部屋に付いている岩風呂が源泉の沸かしが無い為か今ひとつ入ったら上がれないくらいの温

度だったんで、温泉ドームの方が無料でOKって事でした。 

http://blog.livedoor.jp/murakami1001/archives/51445462.html 
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（2）宿は35軒ありますが、循環や沸かしを一切していないので、どの宿を選んでも温泉にハズレなし！

宿泊客は鍵を借りて、外湯に無料で入れます。 

http://onsen-blog.travel.biglobe.ne.jp/201011/article_2.html 

 

3.1.2  機械等の機能の名称 

つぎに、「特定分野の用語」の第2グループについて(b)の「機械等の機能の名称」を述べる。用例をみ

ると、一部の連用形名詞は家電製品の機能をネーミングする時にもよく使用されていることが分かった。

56動詞のうち、①「暖め」、②「温め」、③「沸かし」という３つの動詞連用形が該当する。 

 

①「暖め」：310用例のうち、家電製品の暖める機能（特に暖房、布団干し機）を意味する用例は 131用

例で全体の約42％以上を占めている。その例は以下の通りである。 

 

（1）ふとん乾燥・暖めをしながら脱臭する場合>掛けふとんと敷きふとんの間に枕を入れノズルを差し込

み、吹出口から約15cmの位置で6段階臭気強度表示法による検証。 

http://panasonic.jp/futon/p-db/FD-F06X1_points.html 

 

（2）たとえば、すぐにお部屋全体を暖めたいという時にはＡＵＴＯモードボタンを押します。 すると、

お好みの設定温度に室内を保つため暖めをすばやく開始しその後も室内を快適に保ち続けます。 

https://rbdidanzy.wordpress.com/ 

 

②「温め」：家電製品の機能（特に電子レンジ）の温める機能を示す用例が 149で 423用例のうち約 35%

を占めている。例は以下の通りである。 

 

（1）温めを開始するタイミングは、お食事開始20～30分前が目安です。 

http://www.heart-deli.com/hot.html 

 

（2）電子レンジとトースターを組み合わせると、トースターだけでは不十分だった温めを電子レンジが補

ってくれるため、サクサク温かい状態を再現しやすいそうです。 

http://tg-uchi.jp/topics/4317 
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③「沸かし」：最後に、わずかであるが、お風呂の「沸かす機能」を表す用例は6用例である。 

 

（１）お風呂の沸かしを予約でいれておいたので、お相撲の結びの２番！を見る前にお風呂

に入って少しストレッチ。 

http://www.jognote.com/user/59346/days?month=1&year=2009 

 

（2）我が家の風呂設定：エコ停止設定にしています。（電気代の安い深夜に給水と沸かしをして、日中は

停止している設定です） 

http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa7464820.html 

 

3.1.3  モノづくりの工程の名称 

以上の用例のほかに、連用形名詞は(c)「モノづくり等の一つの工程の名称」として使用される傾向も見ら

れる。具体的には（①「割き」、②「裂き」、③「冷まし」、④「縮め」、⑤「減らし」、⑥「沸かし」

という６つの連用形名詞が工程の名称として使用される用例が見つかった。その例が以下の通りである。 

 

①「割き」：ウナギをさばく作業を意味する「割き」は 72用例のうち 69用例で、全体の約 96%を占めて

いる。以下はその例である。 

 

（鰻をさく工程） 

（1）うなぎのさばき普段なかなか見ることの出来ない熟練の職人技に拍手が出ることも。割きの工程は、

職人が行うのでお子様でも安心です。 

http://otsuka-miyagawa.com/71863/%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/ 

 

（2）うなぎ屋の言葉で、「裂き８年、串３年、焼きは一生」という言葉がある。 

つまり、うなぎをさばくには、一人前になるまでに８年の月日が必要だ、 

ということらしい。 

http://falx.dragonfield.xyz/?p=114 

 

②「裂き」：布を裂いて新しく織りなおすという裂き織り作業の「裂き」の工程を表す用例は７で、「裂

き」に関する35例の20%を占めている。以下はその例である。 
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（1）きょうも、頑張りました！ 裂き織、長さ１ｍ、幅４２織れました。 藤倉機、３０羽、着物地の裂き

です。 

http://blog.goo.ne.jp/oribito1952/e/929c16fefdf73f9bd5e615a29f3217e8 

 

（2）そうなんです織りは楽しいばかり裂きが大変なんです 

でも・・・実は母が裂いてくれたんです。助かりました 

http://rani.naganoblog.jp/e1488529.html 

 

③「冷まし」：「冷まし」に関する用例は 250 あるが、その中で陶器作りの一つの工程として「冷まし」

が使用される用例が250用例のうち51あり、全体の約20％を占めている。例は以下の通りである。 

 

（1）窯焚きのご案内もしてませんでしたが、一月第三週に行い二週間の冷ましを経て昨日窯を開き窯出し

を致しました。検品をした後、展示のご案内をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

http://suikoden.ti-da.net/d2016-02.html 

 

（2）5日間の冷ましを経て、本日登窯の窯出しを行いました。 

焼き締めの窯変の具合や釉薬の発色の具合など、なかなか良い出来だと思います。 

明日から一個一個選別しながら手入れして、連休の父子展に向けて準備を進めていきます。 

http://blog.toukichirougama.com/?month=200804 

 

④「縮め」：縮めは指輪のサイズの直しについて使用される用例が28で、全体（91用例）の約30％を占

めている。例は以下の通りである。 

 

（1）指輪のサイズ直しは伸ばしと縮めがあります。 

https://www.jewellles.com/knowledge/eternal-eternity-ring）のような用例が27 

 

（2）特に修理のご依頼が多い指輪のサイズ直しは縮めと伸ばしでは 

伸ばしは地金代もかかる分、何号伸ばすかで金額に大きな差が出ます。 

http://smith-

jewelry.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 
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⑤「減らし」：「減らし」についても、編物の目数を減らす技術の意味を表す場合、「減らし目」という用語

がある。その「減らし目」が現在、「減らし」だけの形でも編物をする人々の間で通用している。編み物に

関する「減らし」の用例は全部で30例で、全体の約39%を占めている。以下はその例である。 

 

（1）セーターは脇の減らしが終わったので、来週先生に見ていただくまで中断。 

http://ameblo.jp/nekonotumemigaki2/entry-11788802173.html 

 

（2）マークを付け、その後５２段編み、肩の減らしに入る。 

http://homepage2.nifty.com/woolworks/try/try2.html 

 

⑥「沸かし」：また、鍛冶屋業界では「鉄を溶解寸前まで高温過熱すること」を「沸かし」と言い、鍛冶

屋業界の用語としての「沸かし」は21例（全体の約17％）採集できた。以下のような例が挙げられる。 

 

（1）沸かしには、本沸かしと仮付けの沸かしがあります。 

これは本沸かしの時の写真です。 

http://kuniichitakami.blog68.fc2.com/?mode=m&no=331 

 

（2）ゆっくりと鞴を吹き鉄の心から沸かしをかけ、沸かしでフクレを切ったり、折り返すときにフクレの

有る面に鏨を入れて折り返していきます。 

http://kuniichitakami.blog68.fc2.com/blog-entry-331.html 

 

3.1.4  スポーツの動作名 

連用形名詞のもう一つの機能として、(d)「スポーツの動作名」、つまり、スポーツの技や姿勢をネーミン

グする時に使用されることがあげられる。具体的にこのスポーツの動作のネーミングには、①「動かし」、

②「奪い」、③「傾け」、④「蹴り」、⑤「避け」、⑥「離し」、⑦「ぶつかり」、⑧「ぶつけ」という

8つの連用形名詞が見られる。 

 

①「動かし」：サッカーやバスケットボール等のスポーツや将棋、体操に使用される用例が多い。例えば

次のような用例である。 
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（サッカー） 

（1）特にDFラインでの動かし、幅を使った動かしを今週はトライしていかなければいけないと思ってい

ます。 

http://jefunited.co.jp/top/matches/2010/0328/interview/ 

 

（体操） 

（2）腕の動かしを連続でするのではなく、間を取りながら行います。 

http://www.seikend.com/pdf/bowlbody.pdf 

 

②「奪い」：「奪い」に関する用例は様々な話題、分野に渡り幅広く使用されているが、その中で「奪い」

がサッカーの分野において、98用例のうち使用されている用例が19あり、全体の約16％を占めている。

例は以下の通りである。 

 

（1）堀井の泥臭いボールの奪いから、相川がポストプレイで落として清野が決める 

http://consadole.s12.xrea.com/consa/kako/109/1090943967.html 

 

（2）サッカーを経験したことがない子も必ずボールをける経験ができ、サッカーをならっている子はその

奪いからのゲームを楽しむことができます 

http://kakechino.exblog.jp/m2009-03-01/ 

 

③「傾け」：「傾け」はスキーについての文章で、一つの技をネーミングする言葉として使用されている。

また、カヤック競艇についての文章にも名詞として使用される用例もみられる。例は以下の通りである。 

 

（スキー） 

（1）上体の傾け動作は、上体に傾けを付けるだけではエッジングとの関わりが無くなりますから、実戦で

は好ましくありません 

http://tiski.exblog.jp/21056767/ 

 

（カヤック） 
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（2）流れの中でカヤックを操作する際に多用するのがリーニング（艇の傾け）を使った操作。 

リーニングを使う際に大事なのが膝でカヤックをコントロールする事。 

http://www.init003.com/topics/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E6%94%B9%E9%80%A0/ 

 

④「蹴り」：合気道やテコンドーなど、いろいろな格闘技に関する用例でこの「蹴り」が名詞として使用

され、特に空手では、「蹴り」は技の名称として意味が定着している。例えば、空手に関する文章で以下

のような例がある。 

 

（1）しかし、上段廻し蹴りは、いくら筋力をアップさせたところで、なかなか力強い蹴りや、スピードの

ある蹴りを出すことはできません。   

http://www.budosuki.com/category19/entry114.html 

 

（2）空手をやっています。突きや蹴りをはやくするにはどうしたらいいですか 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10150066620 

 

⑤「避け」：格闘技ゲームでよく使用される名詞である。また、カポエイラというブラジルの伝統芸能で

もこの「避け」は一つの基本動作の名称になっている。例は以下の通りである。 

 

（カポエイラ） 

（1）みんなで基本の避けをやってみます。 

http://casa14.pokebras.jp/c117_2.html 

 

（格闘技） 

（2）コンパッソの体勢からの避けや、アルマーダ蹴りあいなんかをやりました。最近常々痛感しますが 

http://capoeiratempo.blog121.fc2.com/blog-date-201002.html 

 

⑥「離し」：弓道の技を表現する時に使用される用例がある。それは以下の通りである。 

 

（1）錬士あたりになると、離しと離れの区別がつくようになるらしい。 ただ、本当に離れているという

より、離しに見えないような離しをしているのが、実情のようですね。  
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https://mao.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1328950335/l50 

 

（2）離しは見て判ることが多いと思いますが、離れはご本人でなければわからないことです。 

http://ecoecoman.com/kyudo/bbstec/2010042917464590.html 

 

⑦「ぶつかり」：「ぶつかり」は相撲の技として使用される用例が非常に多い。その例として以下のよう

なものがある。 

 

（1）稽古はもうずっと、申しあい・三番・ぶつかりを3セット、が定番メニューになっているので、かな

りできているほうじゃないんですか。 

http://www.arashio.net/basho120906.html 

 

（2）稽古を始めるにあたり、四股（準備運動）を５０分程行いながら、力士達の申し合いやぶつかりを見

ていました。 

http://www.kyuden-judo.jp/practice_out/h23.html 

 

⑧「ぶつけ」：116用例のうち、「ぶつけ」を将棋に関する用語として使用する用例が30である。それは

以下のような用例である。 

 

（1）百戦錬磨の阪田氏は△６三桂の勝負手、△４二歩の粘り（▲同竜は△４四飛のぶつけ）をひねり出し

ます。 

http://kifulog.shogi.or.jp/ryuou/2016/12/post-b00d.html 

 

（2）▲３六角に対して単純に△９九龍と香を取るのは、▲８四飛と回る手があるので成立しない。また、

△６三歩と受ける手には▲６五飛として、▲８五飛のぶつけを見る。意外と難しそうだ。 

http://www.hakusa.net/shogi/77kei/kadai/ 
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3.2 「特定分野の用語」と「動作主・対象物の特定」の関係について 

以上の結果からわかるように、対象とした56動詞のうち、「特定分野の用語」として使用される動詞は

32動詞である。（中には、「沸かし」等、一つの動詞連用形で3つの種類の「特定分野の用語」になった場

合もある）。つまり対象とした動詞の約57%は連用形が「特定分野の用語」として名詞化されている。では、

なぜ「特定分野の用語」として使用される場合、動詞の連用形がより名詞化しやすくなるのだろうか。ま

た、なぜ日本語母語話者のレキシコンにより定着した「一般名詞」ではなく、連用形名詞のほうが「特定

分野の用語」として好まれるのだろうか。以下（a）「仲間ことば」、(b)「機械等の機能の名称」、(c)「モ

ノづくりの工程の名称」及び（d）「スポーツの動作名」という4種類をそれぞれ解説していくことによっ

て連用形名詞と「特定分野の用語」の関係を明らかにしたい。 

 

連用形名詞には複合語の名詞と単独の名詞が含まれているが、動詞連用形は複合語と比べ、単独で名詞

化することの方が少ないように思われる。その原因の一つとして単独で名詞化した場合、動詞は動作主と

動作の対象物と離れて自立的にモノ化ができないからである。実際単独で名詞化できない動詞連用形は名

詞等と組み合わせて初めて、複合語となって名詞化できるケースが多くある。例えば、「編み」は単独では

名詞化できないが、「毛糸」と組み合わせて「毛糸編み」になると名詞化できる。つまり、単独の動詞連用

形は「動作主」、（動作の）「対象物」抜きでは名詞として成立できず、「動作主」「対象物」と共に複合語に

なって初めて名詞化できるようになるものが多い。しかし、「特定分野の用語」として使用される場合は、

連用形は単独でも名詞化される。その理由は「動作主」「対象物」の確定と関係しているのではないかと思

われる。以下具体的に（a）「仲間ことば」、(b)「機械等の機能の名称」、(c)「モノづくりの工程の名称」

及び（d）「スポーツの動作名」についてそれぞれ説明していきたい。 

 

まず、（a）の「仲間ことば」であるが、ある種のグループ内において同じ話題について何度も対話する

うちに、その話題の中でよく言及される行為や動作は、対話するメンバーにとっては馴染みのあるものと

なり、その行為や動作を表す動詞の連用形を単独で名詞化しても理解されるようになる。このような場合、

動詞連用形は単独で使用されるが、実際名詞として使用した人とそれを読む人・聞く人は「動作主＋連用

形名詞」か「対象物＋連用形名詞」の組み合わせで意味を理解する。例えば、同じ「食べが悪い」という

表現を子育てフォーラムで用いた場合、この「食べる」という動作の動作主は赤ちゃんで、対象物は離乳

食であると理解できる一方、この表現をペットショップや動物病院で用いた場合、ここでいう「食べる」

という動作の動作主はペットで、対象物は「餌」であるだろうと暗黙のうちに理解できる。つまり、「仲間

ことば」の場合、動詞連用形が単独の形で名詞化できるのは、その特定の分野の人たちにとってその連用
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形名詞が形式上では単独の連用形名詞であっても、実際には複合語の連用形名詞として理解できてしまう

のである。上述したような子育てフォーラムへの投稿であれば、「食べが悪い」と書かれていたら、それを

読む人は説明を与えられずとも、「どこかの家の子どもの離乳食の食べぶりが悪い」と理解でき、また、「刺

さり」の場合は、釣りのフォーラムであれば、「釣竿の針の刺さりがいい」と理解する一方、イヤホンにつ

いてのトピックでは「刺さりがある/ない」というイヤホンで聞こえる音声の質について表現するものと理

解する。要するに、「仲間ことば」の場合、「対象物」（時には「動作主も」）がすでに確定されているため、

動詞の連用形が単独で名詞化してもその仲間内の人たちはそれが「対象物（動作主）＋動詞連用形」とい

うセットで理解できるのである。 

 

また（b）の「機械等の機能の名称」（①「暖め」、②「温め」、③「沸かし」）と「対象物の確定」の

関係についても同様に解説できる。これらのことばは特定の機械の機能を示す言葉であるため、まず「動

作主」はその機械（電子レンジやお風呂等）ということで既に確定されている。また、同時に特定の機械

はたいてい、電子レンジの場合は食べ物、お風呂の場合はお湯等のように対象物も確定されている。動作

主も対象物も確定された環境なので動詞連用形が単独で名詞化しても「対象物（動作主）＋動詞連用形」

というセットで理解されるのではないかと考えられる。 

 

さらに、（c）の「モノづくりの工程の名称」と動作主・対象物の確定についても同様の説明ができる。

ある作業を成し遂げるためには、一連の動作が順番に行われる。例えば、日本の刀を作り出すためには、

まず材料の鉄を一定の温度まで高温加熱しなければならない（つまり、水やなんらかの液体を熱して、沸

かすことが必要である）。また、陶器を作る際には形を整え、窯に入れて焼き、その後取り出して冷やす

といったような段階を経なければならない。このように特定の分野で一つの作業が何回も繰り返される場

合、次第にその分野の職人はその作業を表す動詞を聞くだけで、すぐに動作主が誰であるか対象物が何で

あるかが暗黙のうちに理解できるようになる。そのため、このような工程の名称として使用される場合、

動詞連用形が単独でも容易に名詞として使用されるのではないかと考えられる。 

 

最後に（d）の「スポーツの動作名」と「動作主・対象物」の確定の関係について説明する。これには上

記の3つの場合と異なる原因がある。スポーツの動作の場合、動作主がだれであるかまたは対象物が何で

あるかということよりも、その動作自体に注目されるのではないかと思われる。本来、スポーツは個々の

技をこなしていくことにより体や精神を鍛える。そのため、「スポーツの動作名」として使用される「ぶ

つかり」や「蹴り」等は誰かあるいは何かに影響を与える動作という意味ではなく、健康のために鍛える



48 

 

動作の意味となり、「対象物」の存在が必ずしも問われることがなくなる。そのような理由で「スポーツ

の動作名」として連用形名詞は単独でも名詞化できるのではないかと考えられる。 

 

3.3 第3章のまとめ 

以上、それぞれの「特定分野の用語」と動作主・対象物の確定との関係について解説した。まとめると、

動詞連用形が一般に名詞化しにくいと思われる一つの原因として「動作主」や「対象物」と離れて自立的

にモノ化できないことがあげられる。現に単独では名詞化できないが、他の名詞などと結合して初めて名

詞化できる連用形が多い。しかし、「特定分野の用語」として使用される場合、動詞連用形が単独でも名

詞として使用される。それは「特定分野の用語」の場合、①動作主・対象物がすでに確定されている（「仲

間ことば」、「機械等の機能の名称」等）かまたは②動作主・対象物より動作自体が注目される（「スポ

ーツの動作名」）ため、連用形名詞が単独でも名詞化できるのだと考えられる。 

 

 ある動詞連用形が名詞化できるかどうかを判断するためには、今までの文法的基準だけではなく、「発

話の場」なども大切な判断基準になることが考えられる。特定分野の用語としての連用形名詞は、文法上

の制限により名詞化しにくいと判断される動詞連用形でも、「発話の場」によっては、その限られた部分

（名詞になるために不足している特徴）が補充されることによって、単独で名詞化できることが明らかに

なった。 
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第 4章 

構文の観点からみた連用形名詞 

 

連用形名詞の用例を分析する際には、その連用形名詞が置かれた文章の中での前後の文法要素を無視す

ることはできない。連用形名詞の前後の文法要素、構文との関係を検討すると、採集した用例の中で連用

形の前に来る助詞の中では「の」が最も多い。つまり「～＋の＋連用形」の組み合わせが非常に多い。次

に連用形名詞の後にくる助詞をみると、「連用形名詞＋を」と「連用形名詞＋が」の用例が圧倒的に多く

見られる。それは具体的に何を意味するのか、以下で詳しく分析したい。 

 

4.1 「の」との組み合わせについて 

 採集した用例をみると、連用形名詞が「～＋の＋連用形名詞」という組み合わせの中で使用される用例

が圧倒的に多い。実際、採集の結果、対象とされる56動詞連用形のうち43動詞連用形は「～＋の＋連用

形名詞」のある用例がその動詞連用形の全用例の半分以上占めているという。中でも、「来」や「放し」

に関する用例は 100％「～＋の＋連用形名詞」という組み合わせであり、他に「開け」（90％）や「動か

し」（90％）、「固め」（97％）、「避け」（97％）、「知り」（96％）、「逃がし」（97％）、「燃や

し」（95％）等、連用形名詞の前に「の」がつく用例の割合が90％以上のものも少なくない。 

 以上から分かるように、動詞連用形が単独で名詞化できる大半の例は、前に「～＋の」と結合する形で

名詞化するものである。では、この「～＋の＋連用形名詞」という組み合わせの中で、「～」にはどんな

言葉が入るか、「温め」に関する用例を例として明らかにしたい。 

 

（1）惣菜パンの温めが上手く出来ず硬くなってしまいます。 

https://www.kitchen-pocket.com/question/qa/range/357/ 

 

（2）ただ、牛乳の温めがめんどうなんですよね。 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=10235 

 

（3）簡単にできる蒸しタオルでの温めがおすすめ。 

 http://the-

reflex.jp/%E7%BE%8E%E5%AE%B9/%E7%9B%AE%E3%81%AE%E7%96%B2%E3%82%8C%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8B%E

6%96%B9%E6%B3%95/ 
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（4）食中毒に気をつけるためにも、しっかり加熱できる鍋での温めをおすすめします。 

http://kitchen-report.net/curry-save 

 

（5）基本的に電子レンジでの温めをおすすめしています。方法や時間はこちらの一覧を参考にしてくださ

い。 

http://www.rockfield.co.jp/sp/atatame/ 

 

（6）就寝前の温めがポイント 

https://nishikawa-

style.jp/news/%E5%B0%B1%E5%AF%9D%E5%89%8D%E3%81%AE%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%81%8C%E3%83%9D%E3%82%A

4%E3%83%B3%E3%83%88/ 

 

（7）夏の温めが妊活にオススメ！下半身を温める夏の入浴法で妊娠体質に！ 

https://excefk.com/2016/03/26/natsu-nyuuyoku/ 

 

（8）パナソニックの布団乾燥機「FD-F06A7」は汗などでしけった布団の乾燥から、寒い冬の温めまでがで

きる、オールマイティーな家電製品です。 

https://enechange.jp/articles/panasonic-futondryer 

 

（9）さらにレンジで約２〜３分の温めですぐに食べられる手軽さです。 

https://www.maruha-nichiro.co.jp/shifuku/ 

 

（10）今回は15分の温めでしたが、30分ほど温めればさらにおいしくいただけると思います。 

https://kakakumag.com/chosatai/?id=10165 

 

（11）温めは、特許を取得した特別な道具を用いて行います。  

今までにない極上の温めを、お時間の許される方はぜひお試しください。  

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=1428706&id=81168140 
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 例（1）、（2）のように「の」の前に来る言葉は「動作主の対象物」であったり、（3）、（4）、（5）

のように「～で＋の」という形で動作を行うための手段を示したり、（6）、（7）、（8）のように動作を

行う時期、時間帯を示したり、（9）、（10）のように動作を行う時間の長さを示す言葉であったり、（11）、

のように動作の程度を示す言葉もある。このように、助詞「の」とその前の言葉により、何を、いつ、ど

うやって、どのぐらい行為がなされるかについて、連用形名詞が表す「行為」がより具体化される。「の」

は名詞のほか、数詞や助詞等様々な品詞と接続することができるため、この機能をうまく活用して単独の

連用形名詞をより具体化する。「～＋の＋動詞連用形」という形では、動詞連用形が単独で名詞化してい

るが、実際「～＋の」という部分によりその単独の連用形名詞の意味がより補充され、この組み合わせと

共に使用される単独の連用形名詞が複合語の連用形名詞と同じような意味合いを有する。このような理由

で、この組み合わせでは、動詞連用形が名詞化できる確率が非常に高くなるといえる。 

 

 さらに、「の」は様々な品詞のことばと接続できるという特徴を利用して、複合語よりも単独の連用形

名詞を意味的に補充できる組み合わせを作り出すこともできる。例えば、「～＋の＋連用形名詞」の用例

の中に次のような用例が含まれる。 

 

（12）【メディカルハーブ講座】 寒さに向かうための温めのハーブ 

https://www.facebook.com/events/1779694275637452/ 

 

（13）立ち上がりの暖めは、ガスや石油の暖房器具で、暖まったらランニングコストの割安なエアコンで、

など、それぞれの特徴を活かし、エアコンを上手に使うことが、上手な節電につながります。 

http://tatamitai.com/saitama_1/kumagaya_shi.html 

 

（14）卵の大きさによって、卵白の量も変わりますが、１個分卵黄より多くしみて下さい。 

卵白だけ、他の調理の時、取り分けて冷凍しておくと、便利です。後は、焼き上がりの冷ましを、逆さに

すること。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q129373692 

 

（15）左の人はお茶のペットボトルを持ち込んで、それをちびりちびり飲みながらの冷ましを実行してお

られます。 

http://www.lcv.ne.jp/~kohnoshg/site91/spa_enjoy.htm 



52 

 

（16）窯詰め、焼き、焚いた後の冷ましの作業を、を並行してやっていたのだろう。 

良質の粘土も採れたそうで、埴輪制作をその地で一貫してやっていたそうだ。 

https://sites.google.com/site/suzukikannikki/-2016-1-28-jin-rikaraibarakidezainfea 

 

以上のように、「の」は（12）のような目的を表す名詞「ため」や、（13）、（14）のような動詞連用

形、（15）のような「ながら」という接続助詞、（16）のように「タ形＋後」という組み合わせにまで接

続することができる。このように、様々な品詞と接続することにより、「の」と前の部分はより連用形名

詞の意味内容を具体化しているといえる。つまり、「寒さに向かうための温め」や「立ち上がりの暖め」、

「飲みながらの冷やし」、「焚いた後の冷やし」等、動作の目的や動作を行うタイミング、姿勢等の意味

が連用形名詞に追加される。このように多岐にわたる意味内容は通常、「立ち上がり暖め」（?）や「焚き

冷やし」（?）等のような一つの複合語に収めることは難しいものであると考えられる。したがって、複合

語の形ではカバーしきれない意味を「～＋の＋連用形名詞」という形で表現するのだと思われる。 

 

以上まとめると、「～＋の＋連用形名詞」という形は、単独の連用形名詞の意味を補充し、まだ日本語

母語話者のレキシコンに定着していない「不安定な連用形名詞」の意味内容をより具体化し、安定化させ

る役割がある。「～＋の＋連用形名詞」という形の「の」の前の部分には動作の対象物や助数詞から、目

的を表す言葉、他の動詞連用形等様々にあり、一般の複合語の連用形名詞がカバーしきれない意味が表現

できる。そのため、「～＋の＋連用形名詞」という形は用例の多くに現れ、単独の連用形名詞を使用する

際の最も顕著な組み合わせではないかと思われる。 

 

4.2 連用形名詞と後続する要素について 

4.1 では、連用形名詞の前に来る助詞について分析した。そこで本項では連用形名詞の後に来る助詞に

ついて述べたい。検索する際に「連用形名詞＋助詞」等のキーワードを使って検索したので、様々な助詞

と一緒に使われる用例を得た。そこで、連用形名詞の後につく助詞の中で、「連用形名詞＋が」と「連用形

名詞＋を」の二つの組み合わせが圧倒的に多い。まず、「連用形名詞＋が」に関する用例について、一番用

例数が多い「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」について述べて行きたい。 

 

4.2.1 「連用形名詞＋が」の組み合わせについて 

「連用形名詞＋が」の場合、その述語になるのが形容詞・形容動詞が一番多く、その次は動詞で、名詞と

いう場合が最も少ない。「連用形名詞＋が＋動詞」の場合、前は動作を表す連用形名詞のため、後に来る動
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詞にもたいてい、「出来事」に関係する動詞が多い。具体的には出来事の終始を表す「はじまる」、「終わる」、

「終了する」、出来事が起こるという意味の「発生する」「生じる」「起こる」、出来事を行うという意味の

「進行する」「続く」「繰り返す」、出来事の存在を意味する「ある」（＋否定形の「ない」）、変化を表す「形

容詞/形容動詞＋なる」）である。また、「できる」「できない」という動詞もよくつかわれる（動詞ではな

いが、同じ意味で、「～が可能/不可能」という表現も多い。 

 

一方、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」の組み合わせは圧倒的に多い。これら組み合わせについて

は、他動詞からなる連用形名詞の場合と自動詞からなる連用形名詞の場合に異なる現象が見られるので、

2 つの場合に分けて分析を試みたい。まず、他動詞からなる連用形名詞の「連用形名詞＋が＋形容詞・形

容動詞」という組み合わせから「様態述語文」を分析する。次に、自動詞からなる連用形名詞の「連用形

名詞＋が＋形容詞・形容動詞」の組み合わせから属性表現について分析する。 

 

4.2.1.1 様態述語文について 

 他動詞からなる連用形名詞の「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という組み合わせの「形容詞・形

容動詞」はたいていの場合、物事の状態・性質を表しているため、ここでこの組み合わせのことを「様態

述語文」と名付ける。では、この「様態述語文」にはどのような性質を有しているのか、以下のように３

つ挙げられる。 

 

① 評価する際によく使用される 

 様態述語文はどのような文脈の中で出てくるのか、いくつかの用例を示しておきたい。 

 

（1）オムライス 卵の溶きが甘かった。 

https://www.garow.me/media/1472840877030747000_549765419 

 

（2）海苔、ごはんの半分を占めるようにカッコよくセットしたつもりでしたがごはんの冷ましが甘かった

ようで縮みました… もはや何者かわからない海苔…  

http://www.imgrum.org/tag/%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%8F%E5%BC%81/J0HWSd65AAAAF0HWRmxIwA

AAFhIA 
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（3）最近排煙ダクトの吸いが悪い！厨房内が異常に暑い！ 

こんな状態になっていませんか？ 

http://k-ram.net/?p=64 

 

以上の用例からわかるように、この様態述語文は何かを評価する際によく使用されるという傾向がある。

実際、「が」の後にでてくる形容詞・形容動詞が全部で35あり、その中で感情を表す形容詞・形容動詞３

つ（つらい・にがて・こわい）以外は全て「遅い」や「浅い」「悪い」等物事の特徴、様態を表す形容詞・

形容動詞である。 

 

②マイナス意味の形容詞・形容動詞の方が多く使用される。 

 様態述語文をもつ用例を一つずつ分析して、その構文の形容詞・形容動詞がプラスの意味かマイナスの

意味かを考察してみた。（例えば、「食べ」に関する用例で、「食べが悪い」「食べがいい」という表現

があるが、「悪い」はマイナスの意味の形容詞、「いい」はプラスの意味の形容詞とする）。そして、同

じ連用形名詞に関する用例で、マイナス意味の形容詞とプラス意味の形容詞の数を比較してみる。なお、

この様態述語文に「大切」や「必要」等の形容詞・形容動詞が出る場合もあり、それらの形容詞・形容動

詞をプラスの意味かマイナスの意味かを判断しづらいため、「中立」と名付けた。その結果、自動詞や移

動動詞を除いた後、46の他動詞の動詞連用形のうち、様態述語文で、プラス意味の形容詞・形容動詞の用

例がマイナス意味の形容詞・形容動詞の用例より数が多いものは「現し」という動詞のみである。それに

対して、マイナス意味の形容詞・形容動詞の用例の方が多いものは22であった。（「空け」、「暖め」、

「温め」、「生かし」、「動かし」、「傾け」、「固め」、「噛み」、「割き」、「裂き」、「避け」、

「冷まし」、「吸い」、「食べ」、「縮め」、「溶き」、「履き」、「離し」、「貼り」、「広げ」、「減

らし」、「沸かし」）。残りの連用形名詞はこの「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」構文がないもの

か、「大切」や「重要」等特にプラスの意味もマイナスの意味も持っていない「中立」の形容詞・形容動

詞しかないもの、プラスの意味の用例の数とマイナスの意味の用例の数がほぼ同じものである。以上の結

果からわかるように、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という様態述語文では、マイナス意味を有

する形容詞・形容動詞と共起する傾向がある。つまり、マイナス的評価を下す時にこの構文がよく使われ

ている印象がある。 

 具体的に、最も使用される形容詞・形容動詞の数は以下の通りである。 
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表10「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」構文に最も使用される形容詞・形容動詞 

番号 形容詞・形容動詞 数 

1 悪い 225 

2 甘い 68 

3 不十分 48 

4 いい/良い 28 

5 早い 20 

 

以上の表からわかるように、5 の形容詞・形容動詞のうち、明らかにマイナス意味を示す「悪い」、「甘

い」「不十分」という3つの形容詞・形容動詞が最上位を占めている。特に、「悪い」が出てくる用例は

225もあり、プラス意味を示す「いい」の約 10倍にも上った。また、「不十分」という形容動詞は 48用

例に出ており、3位になったが、実際同じような意味の「足らない・足りない」という言葉もあり、「連用

形名詞＋が＋足らない」という組み合わせのある用例もあった。両者を合わせると「連用形名詞＋が＋不

十分/足りない/足らない」という意味の用例は「甘い」とほぼ同じ数になる。 

 

③あいまいな意味の形容詞・形容動詞が多い。 

様態述語文にでている形容詞・形容動詞を見ると、「早い」や「遅い」、「きれい」、「醜い」のよう

な、具体的に評価する形容詞・形容動詞があるものの、それらの形容詞・形容動詞より意味があいまいな

「いまいち」「甘い」「不十分」等の形容詞・形容動詞の方が多く使用される傾向がある。具体的に、次

のような例が挙げられる。 

 

（1）今日のカツ丼は、卵の溶きがあまいようで白身が・・・笑今回の感想は、とんかつが以前より小さ

くなりましたねぇ～（厚みも薄くなり）まぁ～原価低減の施策でしょうか・・・でもこれで850円で頂け

るのだから、大満足です！！ 

http://gazoo.com/my/sites/0001454817/VAIO/Lists/Posts/Post.aspx?ID=255 

 

（2）滅菌処理した後の冷ましが不十分だったんだと思います。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11172891646 
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（3）まずは自分用を作ってみるのですが、今回は接着芯の貼りが…イマイチ。生地を変えて作ってみた方

が良さそうな。 

http://cotcotcot.exblog.jp/12965768 

 

以前の（1）、（2）、（3）では、どれもマイナス的な評価の文である。しかし、「いまいち」も「甘い」

も「不十分」もただマイナス的な評価をしているが、具体的に何がだめなのか、何が足りないのかを明確

に表してない。 

 

以上、様態述語文について① 評価する際によく使用される、②マイナス意味の形容詞・形容動詞の方が

多く使用される、③あいまいな意味の形容詞・形容動詞が多いという３つの特徴を指摘したが、なぜ単独

の連用形名詞はこのような構文の中によく使用されるだろうか。実はその理由は上記に述べた構文の３つ

の特徴と密接に関係している。ではこの構文における連用形名詞について次節で解説していきたい。 

 

4.2.1.2 様態述語文における連用形名詞について 

 まず、様態述語文に使用される単独の連用形名詞は誤用あるいは何らかの複合語の連用形名詞の省略だ

という見解がある。しかし、もし誤用か何等かの省略であるなら、この構文にある連用形名詞は適切に書

き直すことができるはずである。では、試しに言い換えてみたい。 

 

（1）チョコレートの温めが不十分だった 

http://www.callebaut.com/ja-

JP/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%8D%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%

E3%83%83%E3%82%AF/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%

82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%8D%E3%83%

A0%E3%83%BC%E3%82%B9 

 

以上の文を置き換えると、次のような文が想定される。 

（1A）チョコレートを不十分に温めました。 

（1B）チョコレートが不十分に温められました。 

（1C）チョコレートの温め方が不十分だった。 
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これはどれに置き換えても違和感を覚えるのではないだろうか。(1A)に置き換えると、動作主がわざとチ

ョコレートをきちんと温めないニュアンスがある。（1B）では受身文なので、一見、客観的に描写する文

のように見えるが、それでも「不十分に温めました」とはいったいどんな風に温められるか想像しにくい。

（1C）に置き換える場合もやはり違和感を感じる。なぜなら、それは（1）で使われている「不十分」とい

う形容詞の対象が、本当に「温め方」というはっきりしたものかどうか、確信できないからである。実際、

この文の背景には、ケーキ作りの際に「チョコレートムースがザラザラした質感でだまだらけ」という現

象に対する一つの原因を述べている。つまり、（1）の「チョコレートの温めが不十分だった」というのは

「温める温度」あるいは「温める時間」などが足りないため、という意味を示すと思われる。あくまで原

因を憶測する文なので、発話者もあえて「温度」や「時間」を使用せず、「温めが不十分」というぼんや

りとした言い方をするのではないかと思われる。 

 

以上の例とその置き換えたものからみると、いずれにおいても違和感を覚えるということは、つまり、

ここに挙げた「温め」のような単独の連用形名詞は誤用ではなく、ある一定の効果を狙って、意図的に「連

用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という構文が使われているのではないかと思われる。具体的にいうと、

その効果とは「動作主」を明確にしたくないというものである。通常の動詞を使うと、上記の(1A)「チョ

コレートを不十分に温めました。」のように、誰かが故意にチョコレートをわざときちんと温めないうニ

ュアンスを与え、動作主の意志を感じさせてしまう。しかし、（１）のような使い方（チョコレートの温

めが不十分だった）では、連用形名詞を使うことによって、誰かが故意に雑に温めるのではなく、ただ結

果的にチョコレートが十分に加熱されていないという事実だけ述べている。つまり、ここで「温めが不十

分」のような「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という言い方により、動作主の意志ではなく連用形

名詞に後続する形容詞に注目させる効果がある。特に、否定的評価の際に使用すると、動作主を曖昧にし、

動作主の責任を軽減するという役割も果すのではないかと思われる。前節で述べた様態述語文の特徴その

③では、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という組み合わせの用例をみると、マイナス意味の形容

詞・形容動詞の方がプラス意味のものより使用される場合が多いということから確かに「連用形名詞＋が

＋形容詞・形容動詞」は否定的評価の際によく使用されるのである。 

 

このような表現は他人に対して何かを評価する時や、自分のしたことについて知らせる・評価する時に

使われている傾向がある。そこで、次節では、具体的に(a)「否定的他人評価の場合」と(b)「否定的自己

評価の場合」という2つの場合において、連用形名詞の使用がそれぞれどのような効果を生むのかを検討

したい。 
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(a) 否定的他人評価の場合 

まず、他人のしたことに対して否定的評価をつける際、述語に動詞を用いずに、「連用形名詞＋が＋形

容詞・形容動詞」というこの様態述語文を使うことで、状態性を表す構文になるために、動作主が明示さ

れなくなる。例えば、次のような例をみると、それがより明確にわかるのではないだろうか。 

 

（１）本日有楽町ビックでブルーの機種を触っていましたが、全く同じようにeの文字のロゴが剥がれて

いました。全体的に貼りが甘いのではないでしょうか？ 

（http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000008812/SortID=9463693/） 

 

上記の文はコンピューターを取り扱う通販サイトに投稿されたレビューである。当該コンピューターのロ

ゴの文字の一つが剥がれていて綺麗だとはいえない状態であり、これに対するコメントとして「貼りが甘

い」という表現が使用されている。このような表現により、「誰かが雑な作業を行った」ということから

焦点をずらし、「結果としてそのような状態になった」ということだけに注目させることができる。この

ように「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という構文を使用することにより、動作主を明確にしない

で、物事の状態に対して評価を述べることができるため、動作主が特定できない場合や動作主を明示して

気まずくしたくない場合に、このような表現が意識して使用されるのではないかと思われる。他にも（１）

と同じような評価文として以下の用例が挙げられる。 

 

（2）味も変わらないなぁ。今日は沸かしが長かったのか、塩分がやや強めに感じたけど前回も麺切れ直前

はそうだったかな。 

（http://www.chibaraumen.com/report/tomita.html） 

 

（3）チップはとても綺麗ですし、重量感もあります。現象も説明にある通り、最初は子供だまし的なもの

かと誰しも思いますが、続く変化に驚いてもらえます。★ひとつマイナスなのはカラー部分の貼りが若干

甘かった為。この価格なので、塗装だったらいいのですが・・・現象も良いしその他の部分は綺麗だった

ので惜しいですが、初心者にもできるのでおすすめ! 

（https://www.frenchdrop.com/detail?id=403） 
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(b) 否定的自己評価の場合 

次に、(b)「否定的自己評価の場合」の効果について述べたい。自分のしたことについて否定的評価を表

示する場合、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という構文を使用することによって、自分が「故意

に」ではなく、自然にそのような状態になったことを表すことができ、自分の責任を明示的にしないこと

ができるのではないかと思われる。例として次のようなものがある。 

 

（4）ちょっと、、玉子の溶きが甘いですが(^◇^;) 

スキレットに溶き卵を流したら、 

焼きそばを加えて出来上がり♪ 

とっても簡単╰(*´︶`*)╯♡ 

http://zimizimi.exblog.jp/23857644/ 

 

上記の文は自分の作った料理について綴ったブログからの用例である。ここで、「溶きが甘い」という表

現によって、自分の失敗についてあたかも故意にではないというように、客観的に描写することが可能と

なる。適度に追加される絵文字も失敗作のダメージをやわらげる効果があるように見える。この表現によ

り、直接的にその動作主について言及することが避けられる。つまり、自分の行為について否定的評価を

下す場合も、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という構文を使用することにより、自分が「故意に」

そうしたのではなく、自然にそのような状態になったということを表現することができ、責任の明示を避

けることができるのである。（4）と同じ意味合いの表現は他の動詞連用形に関する用例からも見られる。 

 

（5）試作品。キーケースです。 

 まずは自分用を作ってみるのですが、今回は接着芯の貼りが…イマイチ。 

 生地を変えて作ってみた方が良さそうな。 

 もうちょっと、頑張ってみます。 

（http://cotcotcot.exblog.jp/12965768） 

 

上述の通り、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」の構文の使用は、動作主の明示を避け、その動作に

よってもたらされた結果のみに注目させる効果がある。このような表現を使用する場合、一番伝えたい内

容は一番後ろの「様態述語」である形容詞/形容動詞の部分にあると思われる。ここで使用される形容詞/

形容動詞もまた曖昧な意味を有するものが多い。表10で示したように、「悪い」という形容詞が最も多く
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使用される形容詞で、「悪い」のほかに「甘い」や「不十分」、「いまいち」等の用例も多い。他には「雑」、

「粗い」等の形容動詞もある。「悪い」や「あまい」、「イマイチ」は、「汚い」や「遅い」、「醜い」など、

マイナスであることを明確に表す形容詞とは異なり、曖昧な意味合いを持っている。これらの単語は同じ

く曖昧な意味合いを持っている動詞連用形と用いることで非常に曖昧な評価の表現を作り出すことができ

るのである。「履きが甘い」や「貼りが雑」、「ご飯の食べがイマイチ」等というような表現を使用すること

により、確かに否定的評価を下してはいるのだが、具体的に何が悪いのか、どのように悪いのかについて

は明言していない。このような表現は相手を評価する際に使用すると、その曖昧さにより相手を直接非難

することを避けることができる。また一方で、自分のしたことに対して否定的評価を述べる時には、その

曖昧さによりマイナスの詳細がどのようなことであるのかという具体的なマイナス表示を避けることがで

きる。このように、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という様態述語文は巧みに否定的評価を表すこ

とができる構文だと言えるのである。 

 

 以上、他動詞の連用形名詞の「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という組み合わせにおける連用形

名詞の役割について述べた。動詞連用形の名詞化については、これまで多くの研究が、場所を示す名詞（例

えば「受付」）や人を示す名詞（例えば「酔っ払い」）等、名詞化した後の連用形の意味について分類を

行った研究が多い。しかし、実際には、これまで見たように特定の意味を持たず、曖昧な意味合いのまま

使用される連用形名詞も多いのではないかと考えられる。曖昧な意味を持っているからこそ、否定的評価

を下す時に、相手を傷つけずに事態を述べることができる。今まで誤用として片づけられてきた連用形名

詞は、実はこの「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という構文の中でこそ、その存在価値が認められ

るのであり、婉曲的な評価を担うものとして認められるのではないかと思われる。 

 

4.2.1.3 「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」の組み合わせと属性表現の関係 

 続いて同じ「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」の組み合わせであるが、自動詞の連用形名詞の場合

では、この組み合わせはどのような役割を果たしているか分析してみたい。 

 

 56動詞のうち、自動詞は「温まる」、「改まる」「溺れる」、「加わる」、「刺さる」、「住む」

「ぶつかる」、「溶ける」、「届く」という9つがある。これらの連用形名詞の「連用形名詞＋が＋形容

詞・形容動詞」という組み合わせを持つ用例は9つのうち５つ（温まる、加わる、刺さる、溶ける、届

く）に多くみられる。以下のようなものである。 
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(1) SBゴールデンカレーは溶けが悪いです。 火を止めて、よーく溶けるまで撹拌して再加熱してもなん

だか水っぽい。翌日には普通のカレーになります 

http://tell-me.jp/q/1364575 

 

(2) 一番搾りのコラーゲンを100％ とにかく溶けがいいコラーゲン！ 

http://item.rakuten.co.jp/chamise/20121206-01/ 

 

(3) このマルセイユ石けんでも、今までの一般的に皆さんが思っていらっしゃったような石けんと比べる

と、かなり溶けが早いですから。 

https://www.taiyo-yushi.co.jp/soap/repocol/report_9.html 

 

(4) 電波の届きが良い 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造の建物の1Fの部屋に呼び出しﾎﾞﾀﾝ､3Fの部屋に受信機を置きしっかり電波が届き満足です｡ 

https://www.amazon.co.jp/gp/aw/cr/rR2G8NGMUOWXSK3 

 

(5) 用途としては、「小型で軽い」、「免許がいらない業務用」、「電波の届きがよい」、「広域利用

が可能」、などのポイントから選ぶことができます。 

http://business-improve.net/jirei/jyouhou-kyouyu/ 

 

以上の用例から、自動詞からなる連用形名詞の「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」の組み合わせは物

の性質・属性を表すのではないかと思われる。上記の例(1)、(2)、(3)はそれぞれカレー粉、コラーゲン、

石鹸について述べる文である。どれにしても「水によく溶けるかどうか」という性質が必要なものである。

ここで動詞ではなく「溶けがいい」「溶けが悪い」「溶けがはやい」のように、「連用形名詞＋が＋形容

詞・形容動詞」の組み合わせが用いられている。この組み合わせには「いつも」という言葉を含まれてい

ないが、「飲み込みが早い」や「キレがいい」等の連用形名詞を用いる慣用句のように、「いつもその性

質を持っている」という印象を受ける。例(4)はドアチャイムのセットに関する評価文で、(5)は無線機に

関する広告の文である。どちらも商品に関する情報提供の文で、どちらの文においても「電波の届きがよ

い」という組み合わせが使用される。これも上の例(1)、(2)、(3)のようにチャイムや無線機の性質・属性

を表すように思われる。「溶け」や「届き」のほかに、「温まり」や「刺さり」「加わり」にも「連用形

名詞＋が＋形容詞・形容動詞」の組み合わせによる性質・属性の表現が見られる。 
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(6) マニアックスえじりです☆ 今日は昨日よりムシムシしましたね(^^; そんな本日はこちら！！ 

RADRABBIT！ 刺さりが抜群のRYUGIフックが標準装備♪      

それに新製品のこちら […] 

http://www.maniacs1091.jp/blog/category/%E5%85%A5%E8%8D%B7%E6%83%85%E5%A0%B1/%E3%83%90%E3%82%B

9/ 

 

(7) 手持ちのホットアイラッシュカーラーが乾電池タイプで「乾電池が交換が面倒」、「もっとコンパ

クトなタイプが欲しい」、「温まりが遅い」などと感じている人におすすめだ。 

http://news.livedoor.com/article/detail/11488164/ 

 

(8) アルミニウム合金は熱伝導に優れ熱の加わりが速いため、空焚きや強火での調理を繰り返すと高熱

により、コーティングが劣化しやすくなります。 

http://item.rakuten.co.jp/cuore-plus/gi-neon24/ 

 

4.3 「連用形名詞＋を＋動詞」の構文について 

前節では「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という組み合わせから「様態述語文」と「属性表現」

について分析を行ったが。本節では、連用形名詞と後続する要素の中で「が」と同じように数が多い「を」

に関する構文について述べたい。「連用形名詞＋を」について、後続するのはいうまでもなく動詞であるが、

その文末の動詞にはどのような動詞がについては以下の表1ような調査結果となった。最も使用される動

詞とその用例数であるが、その中で「する」が一番多く184にも上った。また「する」と同じ意味である

「行う」は三位で 72用例にでており、さらに「する」と同じ意味の「やる」は 20用例があって、7位を

占めている。つまり、同じような意味を有するこの3つの動詞の数を合わせれば、何かを実施するという

意味の動詞が全部で 276例で、「連用形名詞＋を」に関する用例（全部で 1502例）の約 20％を示す。「す

る」「やる」「行う」の他に、「実施する」や「施す」「実行する」等、同じ何かを行うという意味の動詞も

見られる。 
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表11 「連用形名詞＋を＋動詞」の構文に最も使用される動詞 

番号 動詞 数 

１ する 184 

２ 感じる 97 

３ 行う 72 

４ 繰り返す 37 

５ 防ぐ 34 

６ 見る 24 

7 やる 20 

8 かける 17 

9 意識する 16 

10 防止する 16 

 

では、なぜもともと動詞であるものをわざわざ連用形名詞にして、それからまた述語に「する」「やる」

「行う」を用いるのだろうか。「ポスターを貼る」と「ポスターの貼りをする」にはどのような違いがあ

るのだろうか。後者を使う場合、上述したようにわざわざ動詞を名詞化し、そしてその名詞を軽動詞の「す

る」と用いて使うため、前者と比べ手の込んだものになっている。それなのに三百近くの用例が存在する

ということは、きっと発話者のなんらかの伝達上の意図を表しているのではないかと推測する。そこで、

次にこの「連用形名詞＋を＋する・やる・行う」の構文に潜む発話者の意図について明らかにしたい。 

 

4.3.1 「連用形名詞＋を＋する・やる・行う」構文について 

 「連用形名詞＋を＋する・やる・行う」の構文を持つ276用例を分析した結果、いくつかの目的により

「連用形名詞＋する・やる・行う」を使用するのではないかと思われる。そこでこれらを３つの場合を分

けてその目的を明らかにしたい。その３つの場合とは(a) 連用形名詞の前に修飾部がある場合、(b) 連用

形名詞を他の名詞と共に用いる場合及び(c) 修飾部と共起する名詞等がなく連用形名詞だけの場合である。 

 

4.3.1.1 連用形名詞の前に修飾部がある場合 

 276用例のうち、連用形名詞の前に修飾部がある用例は131で約50%を占めている。この修飾部には「名

詞＋の」や動詞、形容詞・形容動詞等がある。「修飾部＋連用形名詞＋する/やる/行う」の構文では、その
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連用形名詞の表す動作は中性的・一般的動作ではなく、より具体的・精密的な動作としてとらえているよ

うに見受けられる。ただ「貼る」や「沸かす」だけではなく、具体的に「何を貼る」のか、「どんな貼り方」

をするかあるいは「どの程度沸かすのか」など、より詳しく述べたい時、「修飾部＋連用形名詞＋する/や

る/行う」で表現する用例がよく見られる。 

 

では、まず修飾部が「名詞＋の」の場合をみてみよう。修飾部に来るのは「名詞＋の」の場合が一番多

く、それらの場合においては「名詞＋の＋連用形名詞＋を＋する/やる/行う」の構文になる。同章の 4.1

「～＋の＋連用形名詞」という組み合わせについて」にも述べたように、「～＋の＋動詞連用形」という形

では、動詞連用形が単独で名詞化しているが、実際「～＋の」という修飾部によりその単独の連用形名詞

の意味がより補充され、この組み合わせと共に使用される単独の連用形名詞が複合語の連用形名詞と同じ

ような意味合いを有する。結果的に、「名詞＋の＋連用形名詞」という組み合わせは複合語と同じような意

味合いを持つため、「名詞＋の＋連用形名詞＋を＋する/やる/行う」の構文は「複合語＋を＋する/やる/行

う」としての意味を表すことが多い。その例は以下のようである。 

 

（1）専用のマットを使ってしっかりとダニ対策もでき、マットをつけずに簡単にふとんの暖めをすること

ももちろん可能です。 

http://sawachin.com/pad-dryers-2017/ 

 

（2）本日夕刻届きました。 早速、エビフライの温め、トースト、ピザの温めをしました。 

http://www.irisplaza.co.jp/Index.asp?KB=REVIEW_S&ITEM_CD=H561636F 

 

（3）１２月２日（金）、中３と小４合同で、スクラム広場の花の植えを行いました。 

http://members.fch.ne.jp/kubasho/tayori/gakkou.pdf 

 

(1)、（2）、（3）の場合は一般の温める・暖める・植えるという動作ではなく、「ふとん」「エビフライ」

「広場の花」という目的語があって、それが連用形名詞とセットされて全体として一つの漢語名詞に相当

する一つの意味のまとまりになる。そこで後ろに軽動詞の「する」か「やる/行う」と共に用いることがで

きる。 

 



65 

 

また、「名詞＋の」以外は動詞や形容詞等による修飾もある。それらの場合、単なる動作を行うだけで

はなく、具体的に「どのような動作」「どうやって行われる動作」かが述べられる。つまり、「修飾部＋

連用形名詞＋を＋する/やる/行う」という構文では、前の修飾部によって動作がより具体化される。例は

以下のようである。 

 

（4）市販のアワビシート、、、 

 細かい曲げての貼りをすると、、、 

 ワビ辺が浮いたり、、 

 合わせ目なども、、、 

（http://tightline.naturum.ne.jp/c20102339.html） 

 

（4）は魚の模型を作るのに使用するシートについてコメントする文であるが、やはりここでシートを「貼

る」作業だけではなく、ちょっと特殊な貼り方の作業を表現したい時に、「細かい曲げての貼り」という表

現が使用されている。つまり「連用形名詞＋を＋する・やる・行う」構文の機能の一つとして、ある動作

を動詞ではなく連用形名詞として表現することにより、連体修飾節をつけることで連用形名詞の意味内容

を具体化させることができる。この構文では連用形の前に「～＋の」が来る場合が一番多いが、以上の用

例のほかに、前の修飾部分は動詞等の場合もある。 

 

（5）かつおのたたきなどの「あぶり焼き」機能を新搭載。赤外線・絶対湿度・温度の3種類のセンサーで、

様々な料理に適した温めを行います。 

https://mainichi.jp/articles/20170927/gnw/00m/040/010000c 

 

（6）総会までにカイギを重ね色々討議する中で、ただ総会を守るための保育に留まらず子どもにとってど

うか？せっかくの時間！子育てのヒントになるような過ごしをしよう！ 

http://mitubatikko.com/blog/2009/06/page/2/ 

 

（7）始めにフットバス、終りに蒸しタオルによる温めを行い、さらに血行を良くします 

http://www.seitai-kawagoe.jp/shop03_02/index.html 
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4.3.1.2 「修飾部＋連用形名詞＋する」の構文における性質叙述機能 

 日本語では、形式面では「～をしている」という形をとるが、行動ではなく様態を表す構文がある。例

えば 

 

(8) 彼女は可愛い顔をしている。 

 

(9) 彼は憂鬱な目をしている。 

 

採集された「修飾部＋連用形名詞＋する」の構文の用例においても以上の(8)、(9)と同じ機能を果たして

いる用例がいくつかある。具体的は以下のような例である。 

 

（10）ガス温水床暖房のほうがムラもなく、気持ちの良い温まりをします。 

https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/1485631394 

 

（11）ヴェゼルはフィットとは違って、透明ビニールシートではなくて、スポンジ系の貼りをしています

ね。少しは、音のことを考えているのでしょうね。 

 

（12）ブレードタイプのダーツボード。 

デュアルコアを採用し、上質な刺さりをしてくれます。 

http://allofdarts.com/barrel/9194 

 

（13）クラッチフック・・・ボトム、トップ、デッドスロークランキングなどラインにテンションが掛か

らない釣りでは驚異的な刺さりをします！ 

 http://www.ishiguro-gr.com/fishing/cyokoki_format.php?id=662 

 

（14）バキュームは至近距離でしたらまずまずの吸いをしてくれて満足しています。 

車内の清掃作業に使用しています。 

https://www.amazon.co.jp/product-

reviews/B0045FY7M8/ref=cm_cr_dp_synop?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&showViewpoints=0&sortBy

=recent#R3KRH202DIOIPE 
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上の用例では、形では述語部に動詞である「する」を使っているが、意味の面では何か動作・行動をとる

というより物事の性質を表しているようにみえる。例えば、用例（12）と（13）はどれも「刺さり」につ

いての用例であるが、（12）はダーツボードのことを述べ、（13）は釣竿の針について述べたものである。

まずこれらの用例における動詞はタ形よりル形のほうが多い。つまり過去に起こった出来事について述べ

る文ではなく、むしろいつもその特徴があるというニュアンスを受ける。また連用形名詞を修飾する部分

をみても「上質」や「驚異的」など物（ダーツボードや釣りの針）の特徴、性質を表す言葉ばかりである。

つまり、これらの用例では、「温まり」「刺さり」等の連用形名詞は物の性能であり、その前に性質を表

す言葉を置いて、物の特徴を表現することになる。このように「修飾部＋連用形名詞＋を＋する」という

構文の一部にはこのような機能を有していることから、ここで、「する」という動詞は連用形名詞と合わ

せることで動作性の意味合いを失い、もはや性質や状態を示すものとなっていることが分かる。 

 

4.3.1.3 連用形名詞を他の名詞と共に用いる場合 

同じ「連用形名詞＋する・やる・行う」という構文であるが、「をする/やる/行う」の前に連用形名詞と

共に他の名詞が共起する場合では、ある一連の作業の一つの動作を表現する役割がある。具体的には 276

用例のうち、いくつかの動作を表示するために「連用形名詞＋する・やる・行う」という構文を用いてい

る用例の数は49例で、約18％を占めている。それらの一部例文は以下の通りである。 

 

（1）印刷、打抜き、機械での貼りを一貫作業で行います。一般的なパッケージだけではなく、4 面貼り、

6面貼りや宅配用パッケージの貼りが出来ますので、特殊なパッケージ製作も可能です。  

http://www.daieishikou.co.jp/product.html 

 

（2）バネ材を使用し、場所によって焼きや冷ましをして、バネの性質を持たしたり、強硬にしています。 

http://www.jplampwork.com/marco.htm 

 

（3）画面移動、ズーム、傾けを行ってシーンをナビゲートし、新しい地表面サーフェスの表示をより見や

すくします。 

https://learn.arcgis.com/ja/projects/get-started-with-arcgis-pro/lessons/explore-3d-data.htm 

 

以上のような文では、連用形名詞はほかの名詞と一緒に並べられてその後ろにまとめて一つの動詞（「す

る」、「やる」「行う」）が使用されている。動詞を使って、「～して、～して、～する」のようにテ形で繋ぐ
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より、この構文の方が、それぞれの名詞が一連の作業の一つの動作であるという印象を受ける。第3章で

述べた「特定分野の用語」では、連用形名詞は「機械の機能の名称」や「モノづくりの工程の名称」を表

す言葉として使用される役割があることを示した。ここでは連用形名詞は他の名詞と並んで一連の作業の

個々の動作の名として使用されている。まさに連用形名詞は機能や工程の名づけとして適切な言葉のよう

に思われる。 

 

また、一緒に使用される名詞をみると、49 用例の内、「漢語動詞の語幹＋連用形名詞＋を＋する/やる/

行う」の用例は33で、約67%を占めている。（残りの16用例のうち、7例は「引き延ばし・縮め」や「握

り・離し」、「剥し・貼り」の対義語のペアである）。「漢語動詞の語幹＋連用形名詞＋を＋する/やる/行う」

について次のような用例が挙げられる。 

 

（4）バスタオルやフェイスタオルをかけておくだけで乾燥・暖めをしてくれます。 

あったか〜いタオルにくるまるのはとても気持ちが良さそうですね！ 

http://ofurobu.com/?p=14269 

 

（5）特別会議室、多目的ホールでのレセプション等で提供する飲食物の配膳や温めをすることができま

す。 

https://www.f-i-a.or.jp/ja/plaza/facilitys/rental/3f/pantry/ 

 

(6)直接攻撃・奪いを行うには、この辺のルールの曖昧さを利用し、 

まずは直接攻撃を喰らわしたい敵に近づく必要がある事を知ろう。 

http://sarion04.web.fc2.com/ps_otokojyuku_dodge.html 

 

(7)ですから、「あいよかけよ」の生活を、いま自分がどこまでできているかということを点検してみるた

めには、自分自身の心を振り返ってみて、以上の３つにあてはめ、反省、改まりをしていけばよいと思い

ます。 

http://www.konkokyo.or.jp/undou/aiyokakeyo/new&back/back/huziwara1.html 

 

（8）チンした後、そこに冷凍コーンを入れればコーンの解凍&人参の冷ましを同時に行えます。 

https://recipom.com/recipe/22131 
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以上の一部の例ではどれも、「乾燥・暖め」や「配膳・温め」、「直接攻撃・奪い」、「反省・改まり」、「解凍・

冷まし」等、つまり「漢語動詞の語幹＋連用形名詞」という組み合わせである。繰り返しになるが、これ

らの連用形名詞は不安定な連用形名詞で、誤用と判断される人もいるほど定着していないものである。し

かし、それらの連用形名詞は安定的で改まった感のある漢語と共に用いられている。しかも、どれも違和

感なく意味もきちんと通じているのではないだろうか。この組み合わせの数の多さから、連用形名詞は漢

語系名詞と対等するような役割を果たしているように思われる。今までの動詞連用形をみてみると、動詞

の連用形は漢語動詞と同じように活用する場合が多いことに気付いた。例えば何かをしに行くと言いたい

時、「日本語を習いに行く」のような「～を動詞連用形に行く/来る」か「日本語の勉強に行く」のような

「～の漢語動詞に行く/来る」、どちらを使っても良い。また「してください」の丁寧な言い方として「お

使いください」のような「お＋動詞連用形＋ください」という言い方がある一方、「ご使用ください」のよ

うな「お/ご＋漢語動詞＋ください」のような言い方もある。他に、「買い物がてら、図書館へ行ってきま

した」や「帰りがてら妻に花を買う」などのように「～がてら」という表現の「が」の前に置かれた言葉

は、漢語動詞か動詞連用形のどちらかである。つまり実際、漢語動詞の語幹と動詞連用形は文型の中で同

じ位置に置かれることが多い。ここで述べている連用形名詞も漢語動詞の語幹と一緒に並べられて後ろに

「する/やる/行う」と共に用いられていることから（動詞連用形から名詞化された）連用形名詞は漢語動

詞の語幹に相当する性質を持っているのではないかと思われる。 

 

4.3.1.4 修飾部と共起する名詞等がなく連用形名詞だけの場合 

 最後に、連用形名詞の前に修飾部がない場合の「連用形名詞＋を＋する/やる/行う」という構文につい

て述べる。この構文は用例が57例ある。例は以下の通りである。 

 

（1）温めをすると開閉下部の内部歪みで蒸気が漏れ続けます 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000255949/SortID=19595374/ImageID=2423418/ 

 

（2）これはドミノ編みといって中心で減らしをしていく技法です。首に巻くとこんな感じになります。 

http://katatsumuribox.blog99.fc2.com/blog-entry-11.html 

 

（3）こちらは、最後の仕上げでぶつかりをしております。三年生の藤本選手と受けている方も同じく三年

生の金井選手です。 

http://blog.livedoor.jp/nittaidaisumo/archives/3851592.html 
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それらの用例を分析してみると、第3章の「特定分野の用語」で示した「暖め」や「温め」、「改まり」

「減らし」「沸かし」、「貼り」「ぶつかり」に関する例文がほとんどで、それらの用例を合わせると57

用例のうち45用例で79%を占めている。第3章の「特定分野の用語」では「暖め」「温め」「沸かし」は

機械の機能の名称として使用され、「減らし」と「貼り」」は「モノづくりの工程の名称」を表す言葉、

「ぶつかり」はスポーツの技を名づける言葉であるとした。これらの連用形名詞は既に「特定分野の用語」

として定着しているため、「連用形名詞＋を＋する/やる/行う」という構文は「暖める機能をする」や「沸

かす機能をする」等「機能＋する/やる/行う」あるいは「減らす工程をする」のような「工程＋する/やる

/行う」、「ぶつかりをする」のような相撲の中の「ぶつかる技」を披露・練習するという意味でつかわれ

ると思われる。 

 

本節は「連用形名詞＋する/やる/行う」という構文について三つの場合に分けて分析を行った。その３

つの場合とは(a) 連用形名詞の前に修飾部がある場合、(b) 連用形名詞を他の名詞と共に用いる場合及び

(c)修飾部と共起する名詞等がなく連用形名詞だけの場合である。(a)の 「連用形名詞の前に修飾部がある

場合」では、修飾部により連用形名詞が表す動作がより具体化され、「修飾部＋連用形名詞」の組み合わせ

が一つの複合語に相当するかあるいは一つの複合語ではカバーしきれない意味を表示することができ、連

用形名詞が表す動詞が何を目的にする動作か、どうやって行う動作かをより詳しく述べる効果がある。ま

た、一部の「修飾部＋連用形名詞＋を＋する」では、動作を表す意味ではなく、物の性質を表す役割もあ

る。 

 

(b)の「連用形名詞を他の名詞と共に用いる場合」では、連用形名詞は一連の作業の一つの動作を表す役

割を果たす。この場合、連用形が他の名詞と共起して後ろに一つの動詞（する/やる/行う）でまとめられ

ているが、共起する名詞の多くが漢語動詞の語幹である。漢語動詞の語幹と連用形名詞は今まで多くの文

型の中で同じ位置を有していることと、さらにこの構文の中で対等の位置を有していることから連用形名

詞は漢語動詞の語幹と同じ性質を持っているのではないかと思われる。 

 

 (c) は「修飾部と共起する名詞等がなく連用形名詞だけの場合」である。これらの用例の約79%の連用

形名詞が第2章で述べている「特定分野の用語」である。特定分野の用語としてすでに定着している連用

形名詞であるため、そのまま「する/やる/行う」と共に用いて「～機能」「～工程」「～技」を「する/やる

/行う」という意味を表すようになる。 
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本節の結論として動詞の連用形をわざわざ名詞化して、そしてまた動詞（する/やる/行う）と共起させ

て「連用形名詞＋する/やる/行う」の構文を使うという二重手間にするには訳がある。その訳とは（1）よ

り動作を具体的に描写したい場合、（2）ものの性質を表したい場合、（3）一連の作業の一つの動作を表し

たい場合あるいは（4）その名詞はもともと「～機能」「～工程」「～技」という意味で一定の仲間内で定着

した名詞なので後ろに「する/やる/行う」と結合した場合「～機能」「～工程」「～技」を「する/やる/行

う」という意味になる場合である。 

 

4.4 第4章のまとめ 

第4章では、連用形名詞と前後の文法要素との関係を分析して、最も数の多い「～＋の＋連用形名詞」

という組み合わせと、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という構文、「連用形名詞＋を＋する/やる

/行う」という構文について分析を行った。結論として、まず、「～＋の＋連用形名詞」という形は単独の

連用形名詞の意味を補充し、まだ日本語母語話者のレキシコンに定着していない「不安定な連用形名詞」

をより具体化し、安定化する役割がある。「～＋の＋連用形名詞」という形の「の」の前の部分には動作

の対象物や助数詞から、目的を表す言葉、他の動詞連用形等様々あって、一つの複合語の連用形名詞に収

めきれない意味まで表現できる。そのため、「～＋の＋連用形名詞」という形は用例の多くに現れ、単独

の連用形名詞を使用する際の最も顕著な組み合わせではないかと思われる。 

 

また、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という組み合わせについて２つの場合に分けて分析を行っ

た。まず、他動詞の連用形名詞の場合では、様態述語文について３つの特徴を取り上げた、この構文は動

作主の明示を避け、その動作によってもたらされた結果のみに注目させる効果がある。このような表現を

使用する場合、一番伝えたい内容は一番後ろの「様態述語」である形容詞/形容動詞の部分にあると思われ

る。ここで使用される形容詞・形容動詞には「いまいち」や「甘い」等、曖昧な意味を有するものが多い。

このような表現を相手を評価する際に使用すると、その曖昧さにより相手を直接非難することを避けるこ

とができる。また一方で、自分のしたことに対して否定的評価を述べる時には、その曖昧さによりマイナ

スの詳細がどのようなことであるのかという具体的なマイナス表示を避けることができる。つまり、「連用

形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という構文は巧みに否定的評価を表すことができる構文なのである。 

 

そして、同じ「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」の組み合わせであるが、連用形名詞が自動詞から

なるものの場合、この組み合わせは性質・属性を表す機能があるように思われる。9つの自動詞のうち5つ

はこの「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という組み合わせによる属性叙述の表現が見つかった。「溶
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けがいい」や「温まりが早い」など、「飲み込みが早い」といったような連用形名詞を用いた慣用句と同じ

ようなニュアンスを持ち、物事の性質・属性を表すように思われる。 

 

一方、「連用形名詞＋する/やる/行う」という構文について三つの場合に分けて分析を行った。その３つ

の場合とは(a) 連用形名詞の前に修飾部がある場合、(b) 連用形名詞を他の名詞と共に用いる場合及び

(c)修飾部と共起する名詞等がなく連用形名詞だけの場合である。(a)の 「連用形名詞の前に修飾部がある

場合」では、修飾部により連用形名詞が表す動作がより具体化され、「修飾部＋連用形名詞」の組み合わせ

が一つの複合語に相当するかあるいは一つの複合語ではカバーしきれない意味を表示することができ、連

用形名詞が表す動詞が何を目的にする動作か、どうやって行う動作かをより詳しく述べる効果がある。ま

た、一部の「修飾部＋連用形名詞＋を＋する」では、動作を表す意味ではなく、物の性質を表す役割もあ

る。 

 

(b)の「連用形名詞を他の名詞と共に用いる場合」では、連用形名詞は一連の作業の一つの動作を表す役

割を果たす。この場合、連用形が他の名詞と共起して後ろに一つの動詞（する/やる/行う）でまとめられ

ているが、共起する名詞の多くが漢語動詞の語幹である。漢語動詞の語幹と連用形名詞は今まで多くの文

型の中で同じ位置を有していることと、さらにこの構文の中で対等の位置を有していることから、連用形

名詞は漢語動詞の語幹と同じ性質を持っているのではないかと思われる。 

 

 (c) は「修飾部と共起する名詞等がなく連用形名詞だけの場合」である。これらの用例の約79%の連用

形名詞が第2章で述べている「特定分野の用語」である。特定分野の用語としてすでに定着している連用

形名詞であるため、そのまま「する/やる/行う」と共に用いて「～機能」「～工程」「～技」を「する/やる

/行う」という意味を表すようになる。 

 

本節の結論として動詞の連用形をわざわざ名詞化して、そしてまた動詞（する/やる/行う）と共起させ

て「連用形名詞＋する/やる/行う」という構文を使うという二重手間にするには訳がある。その訳とは（1）

より動作を具体的に描写したい場合、（2）ものの性質を表したい場合、（3）一連の作業の一つの動作を表

したい場合あるいは（4）その名詞はもともと「～機能」「～工程」「～技」という意味で一定の仲間内で定

着した名詞なので後ろに「する/やる/行う」と結合した場合「～機能」「～工程」「～技」を「する/やる/

行う」という意味になる場合である。 
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第 5章 

意味の観点からみる連用形名詞 

 

今まで連用形名詞が使用される環境（発話の場）と連用形名詞がおかれた文の前後の文法要素について

分析を行った。それぞれの分析において顕著にみられる場面や最も数が多い構文、組み合わせについて言

及してきた。この章では意味の観点からみて連用形名詞が他の名詞とどう異なるのかを分析して意味の観

点からみた連用形名詞の特徴を考察してみたい。 

  

第４章の「前後の文法要素」において、「～連用形＋が＋形容詞・形容動詞」という様態述語文の場合、

今まで誤用か何等かの省略として見られてきた不安定な連用形名詞について、もし誤用なら直せるはずだ

という意味で、文中にある連用形名詞を「～すること」「～する加減」、「～する方法」などに置き換え

てみた。その結果、どれに置き換えても違和感を覚えるという結論に至った。つまり、採集された連用形

名詞は何等かの省略ではなく、何等かの意図があって文中にその意図を果たしていると考えられる。その

ため、単独の連用形名詞は「～こと」「～方法」「～加減」の省略ではなく、動詞をそのまま名詞化して

「～こと」、「～方法」「～加減」の意味内容を全て包み込みながら名詞として使用されるのではないか

と推測する。そこで、この章では、他の名詞と比較するために「置き換え」という方法を採用し、それら

の連用形名詞を他の名詞と比較してなぜ他の名詞ではなく連用形名詞を使用するのかを明らかにし、また

その分析の結果を踏まえて、より詳しく連用形名詞の本質を探りたい。 

 

それらの連用形名詞を他の名詞と比較してなぜ他の名詞ではなく連用形名詞を使用するのかを明らかに、

その分析の結果を踏まえてより連用形名詞の本質を探りたいと思っている。他の名詞と比較するために「置

き換え」という方法を採用した。 

 

5.1 他の名詞との比較からみた連用形名詞の特徴 

「置き換え」方法とは、連用形名詞の用例に対して、文中にある「連用形名詞」を置き換えの案として

類義語を探し、それを文中の連用形名詞の位置に置き換えてみる方法である。具体的には、対象とされた

56動詞のうち、ランダムに５つの動詞をピックアップし、その後、それぞれの動詞に対してまた恣意的に

に５つの用例を採集する。ただし、できるだけ文中の様々な位置にある連用形名詞を対象にして置き換え

を試みたいため、ランダムといってもなるべく用例数の多い連用形名詞を選ぶようにした。またそれぞれ

の連用形名詞に関する５つの用例は連用形名詞と後続する助詞がそれぞれ異なるようなものを選ぶ。5 つ
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の動詞に対してそれぞれ５つの連用形名詞の用例を採集するため合計２５文の用例を選び抜いた。そこで、

それぞれの例文の連用形名詞を他の名詞に置き換えてみて、違和感を覚えるか、また意味のニュアンスが

変わるかどうか確かめてみる。置き換えの結果を踏まえて連用形名詞の使用の需要を分析していく。 

 

具体的には対象となる５つの動詞は、「温める」「吸う」「ぶつかる」「蹴る」「溶ける」であり、こ

の５つの動詞の連用形名詞に関する用例は以下の通りである。 

 

ア）温めに関する用例 

１ 惣菜パンの温めが上手く出来ず硬くなってしまいます。 

https://www.kitchen-pocket.com/question/qa/range/357/ 

2 温めると筋肉をリラックスさせ、血流を促進します。 

温めを行うタイミングは、運動前・運動をしていない休憩時になります。 

https://ranrun.jp/healthcare/physicalcare-160725 

3 1日１回は体の温めで代謝アップしていきましょう♪ 

https://www.cosme.net/beautist/article/2152195 

4 なぜなら、「フライヤー（リクック）」機能には、ボタン1つでメニューに合わせた温め

や調理を行う自動メニュー（「リクックメニュー」と「自動調理メニュー」）を搭載して

おり、これが非常に便利なのだ。 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=3109 

5 「ヘルシオ グリエ」はカラっとすべき部分はカラッと仕上げながら、中は水分を損なう

ことなく加熱しますから、本当に食品を出来たてに近い状態にしてくれます。電子レンジ

とは違う新しい温めだと思います。 

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/kaden/1026271.html 
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イ）吸いに関する用例 

6 タオルって何で新しい時は水の吸いが悪いの？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11154799346 

7 普通のパン粉はザルなどに通して細かくする。 

パン粉を細かくすることで油の吸いを押えます。 

http://www4.hbc.jp/agri_recipe/list.php?selectmonthforlist=201111&selectmonth

forcal= 

8 だが、紙巻みたいに、タバコ本体吸って、外気を含めて2度目の吸いで肺に入れると、

何も感じない。  

http://mint.2ch.net/test/read.cgi/smoking/1471430476/612-n 

9 洗った後は汗の吸いや保温力も高まり気持ちがいいですよ。 

http://www.suiminkan.net/sekken/settken3-H20.html 

10 夜泣き、アトピー、乳の吸いの悪さ、機嫌が悪いなど骨盤の歪みが原因となることもあ

りますので、一度ご相談ください。 

http://ko2ban.com/blog/tag/%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E6%95%B4%E4%B

D%93 

 

ウ）ぶつかりに関する用例 

11 おでこの真ん中の毛と毛とぶつかりがかわいすぎて 

https://ameblo.jp/mamezou9689/entry-12126823190.html 

12 構造上問題がなければ一部の壁を取り除き、開けた空間にします。 

ぶつかりを防いだり、家族を見渡せることで安心感も増します。 

http://www.kyoto-kenzo-hand.jp/kaigo_reform.html 

13 荒行志はね、ぶつかりでもっと重い奴にぶつかりなさい。飛んだり跳ねたりはもういいか

ら、怪我するだけ。ぶつかりで重い相手にぶつかれ。 

 http://www.arashio.net/basho140102.html 

14 どんな企業でも、農業でも、事業をしていれば必ず訪れる世代交代。 そして起こる現経

営者と後継者のぶつかりや対立。意見のくい違い。 



76 

 

 https://met-

p.jp/consulting/%E7%8F%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%81%A8%E5%BE%8C%E7%B6%99

%E8%80%85%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%82%92%E3%82%88%E3%82%8A%E8%89%AF%E3%81%

84%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%92/ 

15 それが実は感情のぶつかりだと理解に至ると自然に打ち解けていく。

https://twitter.com/tricolorebicol1/status/868077510042411008 

 

 

エ）蹴りに関する用例 

16 カポエイラは蹴りが多いです。カポエイラほど蹴りが多い格闘技はおそらくないと思い

ます。 

http://capoeira.or.jp/exercise_m.php 

17 しかし、上段廻し蹴りは、いくら筋力をアップさせたところで、なかなか力強い蹴りや、

スピードのある蹴りを出すことはできません。 

http://www.budosuki.com/category19/entry114.html 

18 中学１年の少女が、背後から男に突然髪を切られたが、蹴りで反撃し撃退した。 

https://www.youtube.com/watch?v=T8Y2iEFjy5Q 

19 声を出しての蹴りや突きはストレス解消にもなるし空手は健康維持にぴったり」という。 

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20171004-OYTET50011/ 

20 「ただポンとやるだけで吹っ飛ばすというより、少し力を入れてやる設定だったので、そ

の力の見せ具合が難しくて。あまり弱い蹴りだと『これだと遠くに飛ばないよ』とアクシ

ョンの方に言われたりもしました。 

https://hustlepress.co.jp/tsunematsu_20170903_interview/ 
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オ）「溶け」に関す用例 

21 ミルクの「はいはい」はものすごく溶けが悪くないですか？はぐくみはす～っと溶けま

す。いくら宣伝費をかけていないとはいえ、品質とかどう思いますか？ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q134997303 

22 また炭酸塩は粉石けんの溶けをよくします。なお、炭酸塩（炭酸ナトリウム、ソーダ灰

ともいう）は、食塩（海水）と炭酸ガスからつくられた無機物です。 

https://www.taiyo-yushi.co.jp/soap/faq/faq.html 

23 さっくさくビスケット食感のメロンパンにさっぱり味のアイスクリーム。なるほど、良

い組み合わせです。難点はアイスの溶けで黄金期が短い事位でしょうか。メロンパンア

イス、一食の価値あり、です。 

https://tabelog.com/en/shiga/A2503/A250303/25007553/dtlrvwlst/7473802/ 

24 注）商品「雪」の特質上、輸送途中に若干の溶けや変質がある場合がございますが 返品・

返金はお受けできません 

http://www.hakuba.org/snowman/ 

25 フロストシュガーは日新製糖が開発した多孔質で顆粒状の砂糖です。溶けの速い砂糖が

欲しいというご要望にお応えして開発し、製品化されたものです。 

 https://www.nissin-sugar.co.jp/product/frost/ 

 

以上の25用例の連用形名詞を他の名詞に置き換えてみたらどうなるのだろうか。「温めること」「吸うこ

と」「ぶつかること」「蹴ること」「溶けること」と同じ意味の名詞を「日本語大シソーラス―類語検索

大辞典―」で調べて以下のような類似の名詞を見つけた。 

 

表12 連用形名詞とその同義語 

番号 連用形名詞 同義語 

1 温める 加熱 

2 吸う 吸引 

3 ぶつかる 衝突 

4 蹴る キック 

5 溶ける 熔融 ・ 溶融 ・ 解凍 ・ 溶化 ・ 融解 
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では、それぞれの例文に類似の名詞を置き換えた結果をみてみよう。まず、１「温め」を類似語である「加

熱」に置き換えてみると、次のような文になる。 

 

カ)「温め」を置き換えた場合 

番号 用例 判定の結果 

1’ 惣菜パンの加熱が上手く出来ず硬くなってしまいます。 

https://www.kitchen-pocket.com/question/qa/range/357/ 

○ 

2’ 温めると筋肉をリラックスさせ、血流を促進します。 

加熱を行うタイミングは、運動前・運動をしていない休憩時になります。 

https://ranrun.jp/healthcare/physicalcare-160725 

？ 

3’ 1日１回は体の加熱で代謝アップしていきましょう♪ 

https://www.cosme.net/beautist/article/2152195 

？ 

4’ なぜなら、「フライヤー（リクック）」機能には、ボタン1つでメニュー

に合わせた加熱や調理を行う自動メニュー（「リクックメニュー」と「自

動調理メニュー」）を搭載しており、これが非常に便利なのだ。 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=3109 

○ 

5’ 「ヘルシオ グリエ」はカラっとすべき部分はカラッと仕上げながら、中

は水分を損なうことなく加熱しますから、本当に食品を出来たてに近い状

態にしてくれます。電子レンジとは違う新しい加熱だと思います。 

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/kaden/102627

1.html 

？ 

 

以上の表にある「判定の結果」という欄に「○」「？」という二種類の評価を設定した。ここでの判定は

日本語母語話者3名の意見を聞いてまとめたものである。○の印は「置き換えた後の文は意味が通じて違

和感がない」という意味で、また「？」の印は「意味が通じない非文である」か「意味が一応通じるが何

か物足りない・違和感を感じる」のどちらかの意見が出た場合に付けられた判定の印である。「温め」を

「加熱」に置き換えた場合、５つの例文のうち例文（１’）と例文（4’）は「○」で、（2’）と（3’）

と（5’）は「？」という結果になった。（1’）と（4’）は電子レンジのより熱くするという機能を示し

ている「温め」なので、どちらも「加熱」に置き換えることができる。一方、（2’）と（3’）は体を温

めるということで、どちらにも「加熱」に置き換えることができないため「？」の判定結果になる。最後
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の例文（5’）も同じ「？」の判定であるが、理由は（2’）と（3’）とは少し異なる。（5’）は一見意

味が通じるように見えるものの、「加熱」だけでは何か物足りなく、「加熱」の後ろに「方法」か何かが

加えればより完全に理解できるという解釈できる。 

次に、「吸い」を「吸引」という言葉に置き換える場合、次のような結果になる。 

 

キ）「吸い」を置き換えた場合 

番号 用例 判定の結果 

6’ タオルって何で新しい時は水の吸引が悪いの？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1115479934

6 

？ 

7’ 普通のパン粉はザルなどに通して細かくする。 

パン粉を細かくすることで油の吸引を押えます。 

http://www4.hbc.jp/agri_recipe/list.php?selectmonthforlist=201111&se

lectmonthforcal= 

○ 

8’ だが、紙巻みたいに、タバコ本体吸って、外気を含めて 2 度目の吸引で肺に

入れると、何も感じない。  

http://mint.2ch.net/test/read.cgi/smoking/1471430476/612-n 

○ 

9’ 洗った後は汗の吸引や保温力も高まり気持ちがいいですよ。 

http://www.suiminkan.net/sekken/settken3-H20.html 

？ 

10’ 夜泣き、アトピー、乳の吸引の悪さ、機嫌が悪いなど骨盤の歪みが原因とな

ることもありますので、一度ご相談ください。 

http://ko2ban.com/blog/tag/%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E6%9

5%B4%E4%BD%93 

？ 

 

以上、（6’）と（9’）、（10’）は（？）で、（7’）と（8’）は○、いう結果になった。（6’）と（9’）

では、「吸い」と比べて、「吸引」だけでは何か物足りず、せめて「吸引力」のように「力」を付け加え

なければ違和感を覚える。また、（10’）の場合、文体的に「吸引」という漢字が「夜泣き」や「機嫌が

悪い」等、日常的な言葉で綴られる文全体とマッチしていないような印象を受けるという回答があった。 

次に、3）「ぶつかり」を「衝突」という類義語に置き換える場合、次のような用例を得られる。 
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ク）「ぶつかり」を置き換えた場合 

番号 用例 判定の結果 

11’ おでこの真ん中の毛と毛と衝突がかわいすぎて 

https://ameblo.jp/mamezou9689/entry-12126823190.html 

？ 

12’ 構造上問題がなければ一部の壁を取り除き、開けた空間にします。 

衝突を防いだり、家族を見渡せることで安心感も増します。 

http://www.kyoto-kenzo-hand.jp/kaigo_reform.html 

○ 

13’ 荒行志はね、衝突でもっと重い奴にぶつかりなさい。飛んだり跳ねたりはもうい

いから、怪我するだけ。衝突で重い相手にぶつかれ。 

http://www.arashio.net/basho140102.html 

？ 

14’ どんな企業でも、農業でも、事業をしていれば必ず訪れる世代交代。 そして起こ

る現経営者と後継者の衝突や対立。意見のくい違い。 

 https://met-

p.jp/consulting/%E7%8F%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%81%A8%E5%BE%8C%

E7%B6%99%E8%80%85%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%82%92%E3%82%88%E3%82%8A

%E8%89%AF%E3%81%84%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%9

2/ 

○ 

15’ それが実は感情の衝突だと理解に至ると自然に打ち解けていく。

https://twitter.com/tricolorebicol1/status/868077510042411008 

○ 

 

以上のように（11’）と（13’）の文は「？」で、残り（12’）、（14’）と（15’）は「○」という

判定結果になった。（11’）の場合、毛と毛が接触する程度なので、「衝突」に置き換えると度が過ぎる

印象を受ける。また（13’）はなぜ「？」の結果になるかというと、これは相撲の技の一つである「ぶつ

かり」に関する例文で、これは既に特定分野の用語として意味が定着しているため、「衝突」に置き換え

ると違和感を覚える。その他の（12’）は「障害と激しく当たる」という意味、（14’）と（15’）は人、

意見、利害が対立しているという意味で「衝突」が「ぶつかり」の代わりに使用することができる。 

 

次に、4）「蹴り」についてであるが、「蹴り」を置き換える漢語の言葉を見つけることができない。強

いていれば漢語ではなく、外来語である「キック」という名詞がある。では、「蹴り」をキックに置き換

えてみると次のようになる。 
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ケ）「蹴り」を置き換えた場合 

番号 用例 判定の結果 

16’ カポエイラはキックが多いです。カポエイラほどキックが多い格闘技はお

そらくないと思います。 

http://capoeira.or.jp/exercise_m.php 

？ 

17’ しかし、上段廻し蹴りは、いくら筋力をアップさせたところで、なかなか

力強いキックや、スピードのあるキックを出すことはできません。 

http://www.budosuki.com/category19/entry114.html 

？ 

18’ 中学１年の少女が、背後から男に突然髪を切られたが、キックで反撃し撃

退した。 

https://www.youtube.com/watch?v=T8Y2iEFjy5Q 

？ 

19’ 声を出してのキックや突きはストレス解消にもなるし空手は健康維持に

ぴったり」という。 

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20171004-OYTET50011/ 

？ 

20’ 「ただポンとやるだけで吹っ飛ばすというより、少し力を入れてやる設定

だったので、その力の見せ具合が難しくて。あまり弱いキックだと『これ

だと遠くに飛ばないよ』とアクションの方に言われたりもしました。 

https://hustlepress.co.jp/tsunematsu_20170903_interview/ 

？ 

 

意味が通じないことはないが、どこか「蹴り」と比べて「キック」が与える程度のニュアンスが異なる

のではないかと思われる。もともと「キック」とは「水泳や柔軟体操で、リズミカルに脚を突き出す動作」

という意味で、ダンスや体操によく使用されているのに対して、「蹴り」に関する用例をみると合気道や

テコンドーなど格闘技の技として使用される傾向が多い。そのせいか、「蹴り」と比べて「キック」は力

がより弱く、攻撃性よりもパフォーマンス性の方が有利であるというニュアンスを受ける。 

 

最後に、5）「溶け」を置き換える場合であるが、「溶け」の類義語として溶解、熔融 、熔化 、 溶融 、

解凍 、 溶化 、融解等の語がみつかった。以下の用例はそれぞれの文中にある「溶け」の意義素と同じ語

に置き換えてみたものである。 
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コ）「溶け」を置き換えた場合 

番号 用例 判定の結果 

21’ ミルクの「はいはい」はものすごく溶解が悪くないですか？はぐくみはす～

っと溶けます。いくら宣伝費をかけていないとはいえ、品質とかどう思いま

すか？ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q134997303 

？ 

22’ また炭酸塩は粉石けんの溶解をよくします。なお、炭酸塩（炭酸ナトリウム、

ソーダ灰ともいう）は、食塩（海水）と炭酸ガスからつくられた無機物です。 

https://www.taiyo-yushi.co.jp/soap/faq/faq.html 

○ 

23’ さっくさくビスケット食感のメロンパンにさっぱり味のアイスクリーム。な

るほど、良い組み合わせです。難点はアイスの熔融で黄金期が短い事位でし

ょ う か 。 メ ロ ン パ ン ア イ ス 、 一 食 の 価 値 あ り 、 で す 。 

https://tabelog.com/en/shiga/A2503/A250303/25007553/dtlrvwlst/74738

02/ 

？ 

24’ 注）商品「雪」の特質上、輸送途中に若干の熔融や変質がある場合がござい

ますが 返品・返金はお受けできません 

http://www.hakuba.org/snowman/ 

？ 

25’ フロストシュガーは日新製糖が開発した多孔質で顆粒状の砂糖です。熔融の

速い砂糖が欲しいというご要望にお応えして開発し、製品化されたもので

す。 

https://www.nissin-sugar.co.jp/product/frost/ 

？ 

 

以上の例文のうち、（22’）の「○」という判定結果以外は全て「？」、つまり、違和感を覚える文に

なるのである。意味的には通じるかもしれないが、（21’）、（23’）、（24’）、（25’）の4つの文

は「粉ミルク」や「砂糖」など日常生活に出てくる言葉なため、比較的馴染みやすい感じのことばのため、

フォーマルな感じを与える「溶解」や「溶融」等の漢語名詞と文体的に適切ではないのではないかと思わ

れる。一方（22’）の文では、同じ日常生活によく使用される「粉石鹸」という言葉がでてきたのである

が、説明文であるためフォーマルな漢語名詞を使っても違和感がないように思われる。 
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以上５つの連用形名詞に関する合計25例文の置き換えの結果である。判定結果「？」の例文を見てみる

と連用形名詞は漢語名詞や外来語の名詞と異なる性質があり、なぜ他の名詞ではなく動詞の連用形から転

生された連用形名詞が使用されるのかが見えてくる。その原因は連用形名詞に関する以下の３つの特徴で

あるのではないかと思われる。一つ目①は「曖昧さ」、２つ目②は「生活のことばとしての馴染みやすさ」、

そして三番目③は「時代の変化への対応の柔軟さ」である。以下でそれぞれの性質について詳しく分析し

ていきたい。 

 

① 曖昧さ 

まず、他の名詞と明らかに異なる点は連用形名詞は曖昧さを持っている。第4章でも述

べたように、連用形名詞、特に不安定な連用形名詞の用例を初めて読んだ時、たいていの

人はそれは誤用かあるいは「～こと」「～方法」「～加減」の省略と考えてしまう傾向が

あるが、実際はどの省略でもなく、むしろ連用形名詞は場合によって「～こと」「～方

法」「～加減」のどれにも解釈できるし、そのすべての意味を含んでいるのではないかと

思われる。例文と置き換え文を比較しているとよりこの連用形名詞の曖昧さが理解できる

だろう。例文（5）、（6）、（9）と（5’）、（6’）、（9’）のように、置き換えた後

の文が最初の連用形名詞の用例に比べて何かが物足りない感じを与える場合が多い。例え

ば、例文（5）をもう一度見てみよう。 

 

（5）「ヘルシオ グリエ」はカラっとすべき部分はカラッと仕上げながら、中は水分を損なうことなく加

熱しますから、本当に食品を出来たてに近い状態にしてくれます。電子レンジとは違う新しい温めだと思

います。 

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/kaden/1026271.html 

（5’）「ヘルシオ グリエ」はカラっとすべき部分はカラッと仕上げながら、中は水分を損なうことなく

加熱しますから、本当に食品を出来たてに近い状態にしてくれます。電子レンジとは違う新しい加熱だと

思います。 

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/kaden/1026271.html 

 

以上（5）は元の用例で、（5’）は他の名詞（この場合「加熱」）に置き換えた文である。もともと同

じ「熱くする」という機能を表す名詞なのであるが、以上の文（5’）にはなんだか足りない印象を与える。

その「何だか」とは「加熱方法」か「加熱の仕方」「加熱技術」のように加熱の後にくる具体的に表す言
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葉の何かではないかと思われる。一方（5）の場合、「温め」だけで一見曖昧そうにみえるが、曖昧だから

こそ「温める方法」「温める技術」「温めた結果」の何にでも解釈できるのではないかと思われる。同じ

ように次の例文（6）を見てみよう。 

 

（6）タオルって何で新しい時は水の吸いが悪いの？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11154799346 

 

（6‘）タオルって何で新しい時は水の吸引が悪いの？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11154799346 

 

以上（6’）は（6）の置き換えの文であるが、「水の吸引」だけでは物足りず、「吸引力」というよう

に「吸引」の後ろに「力」をつけたくなるような印象を受ける。一方（6）の場合「水の吸い」は一見誤用

のように見えるが、その「吸い」の中に「吸い方」「吸い加減」等の意味も含まれており、どれに解釈し

てもいいような印象を受ける。 

 

以上まとめると、連用形名詞は曖昧さを持っている。その曖昧さの中には何かをする方法や加減などい

ろいろな意味の解釈ができるため、かえって漢語と比べて使用される範囲が広いのではないかと思われる。

前章では連用形名詞が曖昧さを持っているため、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という文で評価

の際によく使用されると指摘した。ここでも改めて連用形名詞の曖昧さによる効果を感じるのである。 

 

以上の連用形名詞以外に、曖昧さを持っているからこそ好んで用いられている連用形名詞がいくつかあ

る。その一つは「住む」の連用形である「住み」である。「住み」に関する用例で以下のようなものが挙

げられる。 

 

(26) 長野県松本市に住んでる22歳の新米ママです。先月、出産したばかりで、ベビちゃんは一ヶ月経っ

てません。住みが近い人、年が近い人、ベビの年齢が近い人…色々お話ししたいです 

 https://cookpad-baby.jp/talk/topic/detail/7525 

 

(27) 年齢と住みを忘れずにコンタクト申請くださいね。 

http://skypech.com/search/nanonanona22 
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以上は友達探しサイト等で投稿される文章から抜き出した用例である。第3章の特定分野の用語でも述べ

たように、ここで使われる「住み」は「住んでいるところ」「住んでいるエリア」の意味として友達探し

のサイト等で使用される傾向がある。そこで、正確な住所ではなく、東京や埼玉など、どのエリア、地方

に住んでいるか大まかに聞くときに、曖昧な意味合いを持っている「住み」が好まれる傾向があるのでは

ないかと思われる。 

 

②生活のことばとしての馴染みやすさ 

25例文に対して連用形名詞を他の名詞を置き換えた後、最も違和感を覚える理由の一つは文体的コロケ

ーションが適切ではないということである。例えば、例文（10）、（21）、（25）とその置き換えの文（10’）

（21’）、（25’）を比較してみると 

 

（10）夜泣き、アトピー、乳の吸いの悪さ、機嫌が悪いなど骨盤の歪みが原因となることもありますので、

一度ご相談ください。 

http://ko2ban.com/blog/tag/%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E6%95%B4%E4%BD%93 

 

（10’）夜泣き、アトピー、乳の吸引の悪さ、機嫌が悪いなど骨盤の歪みが原因となることもありますの

で、一度ご相談ください。 

http://ko2ban.com/blog/tag/%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E6%95%B4%E4%BD%93 

 

（21）ミルクの「はいはい」はものすごく溶けが悪くないですか？はぐくみはす～っと溶けます。いくら

宣伝費をかけていないとはいえ、品質とかどう思いますか？ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q134997303 

 

（21’） ミルクの「はいはい」はものすごく溶解が悪くないですか？はぐくみはす～っと溶けます。いく

ら宣伝費をかけていないとはいえ、品質とかどう思いますか？ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q134997303 

 

（25）フロストシュガーは日新製糖が開発した多孔質で顆粒状の砂糖です。溶けの速い砂糖が欲しいとい

うご要望にお応えして開発し、製品化されたものです。 https://www.nissin-sugar.co.jp/product/frost/ 
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（25’）フロストシュガーは日新製糖が開発した多孔質で顆粒状の砂糖です。熔融の速い砂糖が欲しいと

いうご要望にお応えして開発し、製品化されたものです。  

https://www.nissin-sugar.co.jp/product/frost/ 

 

（10）は赤ちゃんが母乳を吸う様子について、（21）は粉ミルクの水に溶ける様子、（25）は砂糖の溶け

る具合について述べている文で、どれも日常生活に関する情報を述べている文である。そのため、漢語名

詞の「吸引」や「溶解」「溶融」等よりも和語である連用形名詞の方がすっと馴染んでいるように見える。

また、例（17）と置き換えの文（17‘）を比較してみても同じ印象を受ける。 

 

（17）しかし、上段廻し蹴りは、いくら筋力をアップさせたところで、なかなか力強い蹴りや、スピード

のある蹴りを出すことはできません。 

http://www.budosuki.com/category19/entry114.html 

 

（17’）しかし、上段廻し蹴りは、いくら筋力をアップさせたところで、なかなか力強いキックや、スピ

ードのあるキックを出すことはできません。 

http://www.budosuki.com/category19/entry114.html 

 

（17）と（17’）の場合、意味的には通じるが、実際「蹴り」は空手や合気道等格闘技の技として使用さ

れることが多い一方、「キック」はダンス、体操等の動作として使用される傾向が見られる。力の加減に

ついて「蹴り」の方が「キック」より強い印象を与えるという解釈のほかに、伝統のある武道には外来語

である「キック」という言葉よりも「蹴り」という和語の方が馴染んでいるのではないかと思われる。 

 

これまで漢字はフォーマルで厳かなイメージを有している場合が多く、外来語は近代的かつおしゃれな

イメージを有しているものが多い一方、和語は馴染みやすい印象を与えるものが多いと言われている。   

そのせいか採集された用例をみてみると、衣食住といった日常的なテーマについての用例が多い。西尾

(1961)が指摘しているように、漢語と比べ、連用形名詞は家庭生活など衣食住に直結した場面で使用され

る場合が多い。それは日常生活のことだからこそ、わかりやすく馴染みやすい連用形名詞の方が合ってい

るのではないかと思われる。 
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 また、この「馴染みやすい」という性質はほかの場面でも効果を発揮しているように思われる。上述の

ように不安定な連用形名詞は漢語名詞と異なって新聞記事などフォーマルな文章に使用される用例はほと

んどないが、市役所や学校等のパンフレットに使用されることが多い。以下は「過ごし」や「植え」に関

する用例である。 

 

(28) 子どもたちは豊かな愛情を糧として成長していきます。 

幼稚園での生活は子どもたちにとって楽しいだけではなく、さまざまな悩みや葛藤を経験します。子ど

もたちが安心して次の一歩を踏み出せるよう、園と家庭がともに力を合わせて子どもたちの園での過ご

しを支えていきましょう。 

http://homepage3.nifty.com/ougimachich/youtien/hoshin.html 

 

(29) 通常学級 の子どもたちの過ごしから福祉だけでなく学校での放課後の過ごしや地域 活動も検討す

る。 

http://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/88630.pdf 

 

(30) 子ども会が中心になって、まさかりが渕の広場にある花壇の花植えを行っています。青指は花の植

えが終わった後のレクレーションを主に担当しています。 

11月は汲沢地区社協の「環境美化活動」として行っています。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/chishin/seishidayori/20130927112108.html 

 

(31) 5月22日、地元小学生や中学生へのアンケートを基に整備を進めている「城端散歩みち公園」に、

花と野菜苗の植えを行いました。 

https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=16477 

 

上記の用例（28）は幼稚園のウェブサイトから採集した用例で、（29）、（30）、（31）はどれも市役

所ホームページからの用例である。なるべく住民や子供の保護者に対して親近感を持ってもらいたいため、

暮らしに馴染みやすい連用形名詞を用いたのではないかと思われる。 

 

② 時代の変化への対応の柔軟さ 

 「温め」を「加熱」で置き換える際に、例（2’）と（3’）はどうしても違和感を覚える文になる。 
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（2）温めると筋肉をリラックスさせ、血流を促進します。 

温めを行うタイミングは、運動前・運動をしていない休憩時になります。 

https://ranrun.jp/healthcare/physicalcare-160725 

 

（2’） 温めると筋肉をリラックスさせ、血流を促進します。 

加熱を行うタイミングは、運動前・運動をしていない休憩時になります。 

https://ranrun.jp/healthcare/physicalcare-160725 

 

（3）1日１回は体の温めで代謝アップしていきましょう♪ 

https://www.cosme.net/beautist/article/2152195 

 

（3’）1日１回は体の加熱で代謝アップしていきましょう♪ 

https://www.cosme.net/beautist/article/2152195 

 

（24）注）商品「雪」の特質上、輸送途中に若干の溶けや変質がある場合がございますが 返品・返金はお

受けできません 

http://www.hakuba.org/snowman/ 

 

（24’）注）商品「雪」の特質上、輸送途中に若干の熔融や変質がある場合がございますが 返品・返金は

お受けできません 

http://www.hakuba.org/snowman/ 

 

なぜ違和感を覚えるかというと、元の文である（2）、（3）は体を温めることについて述べているため、

調理道具や料理等を対象にして熱くするというニュアンスを持っている加熱は（3）の「温め」の代わりに

用いることができないからである。体を温めることにより様々な病気から身体を守ることが近年重視され

てきたため最近そういった内容の文章も増えてきた。その際、それを意味する名詞が必要になるのだが、

漢語を使いたくても適切な言葉がない。そのような背景から連用形名詞を多く使用されるようになったの

ではないかと思われる。 

 



89 

 

また、（24）は「雪だるま」を販売する会社の注意書きである。雪を送るというサービスはおそらく最

近ならではのサービスで、その商品輸送の際に生じる「溶ける」というトラブルも昔からある漢語では表

現しにくいのではないかと思われている。そのため、和語である連用形名詞「溶け」が使用されるように

なったのではないかと思われる。上記の例のほかに、連用形名詞が新しい機能や概念を表現する用例が多

くみられる。例えば次の「暖め」に関する用例である。 

 

（32）<ふとん乾燥・暖めをしながら脱臭する場合>掛けふとんと敷きふとんの間に枕を入れノズルを差し

込み、吹出口から約15cmの位置で6段階臭気強度表示法による検証。 

http://panasonic.jp/futon/p-db/FD-F06X1_points.html 

 

用例（32）はふとん暖め乾燥機について紹介する文章からの用例である。暖房とは違ってふとんだけ温め

たり乾燥させたりするための機械なので、「暖房」という漢語名詞は適切ではない。明らかに時代の変化

とともに生まれてきた機械の新機能であるため、古くからある漢語には適切な言葉がない。一方もともと

ある動詞「暖める」から転生された「暖め」はイメージも湧きやすく機械の機能として適切に表している

ことから使われるようになったのではないかと思われる。 

 

このように、時代の変化とともに新しいものが続々と生まれてきて、それらに対して名づける必要も生

じてきた。限られた数の漢語名詞と比べて動詞連用形は独立しても名詞として使用できるうえ、接頭辞接

尾辞などと結合して複合語の連用形名詞を作り出すこともできる。つまり、漢語動詞より連用形名詞の方

が遙かに生産性が富んでいるのではないかと思われる。また、同音異義語が多い漢語動詞や「ディメンシ

ョン」「メガトレインアタック」等、ほとんどの場合長くてイメージが湧きにくいカタカナ語の外来語と

比べると、もともと動詞から転成している和語である連用形名詞は馴染みやすく、内容がイメージしやす

い特徴がある。つまり、連用形名詞は柔軟さ・即戦力があるのではないかと思われる。それらの特徴を持

っている連用形名詞だからこそ機能の名づけや工程・技の名づけとして多く使用されたのではないかと思

われる。 
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5.2 第5章のまとめ 

第5章をまとめると、意味的な観点からいくつかの用例を分析した結果、他の名詞と比べることによっ

て連用形名詞の特徴が３つ挙げられた。それは①「曖昧さ」、②「生活のことばとしての馴染みやすさ」、

そして③「時代の変化への対応の柔軟さ」である。曖昧さを有しているからこそ動作の方法、動作の加減

等の解釈も読み手がそれぞれ自由に想像できるため、漢語名詞よりも使用の幅が広いのではないかと思わ

れる。また、フォーマルな印象の漢語名詞と近代的でおしゃれな印象を有するカタカナの外来語と違って、

和語である連用形名詞は馴染みやすく、日常生活を綴るブログや経験談などに好んで使われる傾向がある。

最後に連用形名詞は、同音異義語や表記が長くなりがちで日本人が慣れるのに時間がかかりそうなカタカ

ナの外来語と異なって、元々使い慣れている動詞から転成されたため、時代と共に生まれてくる新機能な

どの名づけの際にわかりやすいという利点がある。つまり、連用形名詞には柔軟さ・即戦力が備わってい

るのではないかと思われる。以上の性質を持っている連用形名詞だからこそ、まだ日本語母語話者のレキ

シコンに定着していないながらも、連用形名詞は様々な文章に使用されているのではないかと思われる。 

 

 

 

  



91 

 

第 6章 

まとめと今後の課題 

 

6.1 まとめ 

本稿は不安定な連用形名詞の使用について3つの観点から分析を行った。それは①発話の場という観点、

②構文の観点 ③意味の観点である。 

 

まず、①語用論の観点として、発話の場について分析した結果、連用形名詞の大半は何等かの特定分野

の仲間の間で使用される傾向がある。その特定分野の仲間は概ね、（a）「仲間ことば」、（b）「機械等

の機能の名称」、（c）「モノづくりの工程の名称」、（d）「スポーツの動作名」という4種類に分けら

れる。そして、連用形名詞の成立条件については、動詞連用形が一般に名詞化しにくい一つの原因に、「動

作主」や「対象物」と離れて自立的にモノ化できないことがあげられる。実際、単独では名詞化できない

が、他の名詞などと結合して初めて名詞化できる連用形が多い。しかし、「特定分野の用語」として使用

される場合、動詞連用形が単独でも名詞として使用される。それは「特定分野の用語」の場合、①動作主・

対象物がすでに確定されている（「仲間ことば」、「機械等の機能の名称」、「モノづくりの工程の名称」）

か、または②動作主・対象物より動作自体が注目される（「スポーツの動作名」）ため、連用形名詞が単

独でも名詞化できるのだと考えられる。ある動詞連用形が名詞化できるかどうかを判断するためには、今

までの文法的基準だけではなく、「発話の場」なども大切な判断基準になる。特定分野の用語としての連

用形名詞は、文法上の制限により名詞化しにくいと判断される動詞連用形でも、「発話の場」によって、

名詞になるために不足している特徴が補充されるため、単独で名詞化できることが明らかになった。  

 

 次に②構文の観点からは、連用形名詞と前後の文法要素との関係を分析して、最も数の多い「～＋の

＋連用形名詞」という組み合わせと、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という構文、「連用形名詞

＋を＋する/やる/行う」という構文について分析を行った。結論として、まず、「～＋の＋連用形名詞」

という形は単独の連用形名詞の意味を補充し、まだ日本語母語話者のレキシコンに定着していない「不安

定な連用形名詞」をより具体化し、安定化させる役割がある。「～＋の＋連用形名詞」という形の「の」

の前の部分には動作の対象物や助数詞から目的を表す言葉、他の動詞連用形等様々あって、一つの複合語

の連用形名詞に収めきれない意味まで表現できる。そのため、「～＋の＋連用形名詞」という形は用例の

多くに現れ、単独の連用形名詞を使用する際の最も顕著な組み合わせではないかと思われる。 
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また、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」に対しては、他動詞の動詞連用形の場合と自動詞の動詞連

用形に分けて分析を行った。まず、他動詞の連用形名詞の場合では、この構文は動作主の明示を避け、そ

の動作によってもたらされた結果のみに注目させる効果がある。このような表現は、相手を評価する際に

直接非難することを避けることができる。また一方で、自分のしたことに対して否定的評価を述べる時に

は、具体的なマイナス表示を避けることができる。つまり、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という

構文は巧みに否定的評価を表すことができる構文になる。次に、「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」の

組み合わせであるが、連用形名詞は自動詞からなるものの場合、この組み合わせは性質・属性を表す機能

があるように思われる。「溶けがいい」や「温まりが早い」などは、「飲み込みが早い」や「詰めが甘い」

といったような連用形名詞を用いた慣用句と同じようなニュアンスを持ち、物事の性質・属性を表してい

る。 

 

一方、「連用形名詞＋する/やる/行う」という構文について三つの場合に分けて分析を行った。その３つ

の場合とは（a）連用形名詞の前に修飾部がある場合、（b）連用形名詞を他の名詞と共に用いる場合及び(c)

修飾部と共起する名詞等がなく連用形名詞だけの場合である。（a）の 「連用形名詞の前に修飾部がある場

合」では、修飾部により連用形名詞が表す動作がより具体化され、「修飾部＋連用形名詞」の組み合わせが

一つの複合語に相当するかあるいは一つの複合語ではカバーしきれない意味を表示することができ、連用

形名詞が表す動詞が何を目的にする動作か、どうやって行う動作かをより詳しく述べる効果がある。また、

一部の「修飾部＋連用形名詞＋を＋する」では、動作を表す意味ではなく、物の性質を表す役割もある。

（b）の「連用形名詞を他の名詞と共に用いる場合」では、連用形名詞は一連の作業の一つの動作を表す役

割を果たす。この場合、連用形が他の名詞と共起して後ろに一つの動詞（する/やる/行う）でまとめられ

ているが、共起する名詞の多くが漢語動詞の語幹である。漢語動詞の語幹と連用形名詞は今まで多くの文

型の中で同じ位置を有していることと、さらにこの構文の中で対等の位置を有していることから連用形名

詞は漢語動詞の語幹と同じ性質を持っているのではないかと思われる。 (c) は「修飾部と共起する名詞

等がなく連用形名詞だけの場合」である。これらの用例の約 79%の連用形名詞が第 2章で述べている「特

定分野の用語」である。特定分野の用語としてすでに定着している連用形名詞であるため、そのまま「す

る/やる/行う」と共に用いて「～機能」「～工程」「～技」を「する/やる/行う」という意味を表すように

なる。この節の結論として動詞の連用形をわざわざ名詞化して、そしてまた動詞（する/やる/行う）と共

起させて「連用形名詞＋する/やる/行う」という構文を使うという二重手間にするには訳がある。その訳

とは（1）より動作を具体的に描写したい場合、（2）ものの性質を表したい場合、（3）一連の作業の一つの

動作を表したい場合あるいは（4）その名詞はもともと「～機能」「～工程」「～技」という意味で一定の仲



93 

 

間内で定着した名詞なので後ろに「する/やる/行う」と結合した場合「～機能」「～工程」「～技」を「す

る/やる/行う」という意味になる場合である。 

 

最後に③意味の観点からはいくつかの用例を分析した結果、他の名詞と比べることで連用形名詞の特徴

が３つ挙げられた。それは①「曖昧さ」、②「生活のことばとしての馴染みやすさ」、そして③「時代の

変化への対応の柔軟さ」である。曖昧さを有しているからこそ動作の方法、動作の加減等の解釈も読み手

がそれぞれ自由に想像できるため、漢語名詞よりも使用の幅が広いのではないかと思われる。また、フォ

ーマルな印象の漢語名詞と近代的でおしゃれな印象を有するカタカナの外来語と違って、和語である連用

形名詞は馴染みやすく、日常生活を綴るブログや経験談などに好んで使われる傾向がある。最後に連用形

名詞は、同音異義語が多い漢語名詞や表記が長くなりがちで日本人が慣れるのに時間がかかりそうなカタ

カナの外来語と異なって、元々使い慣れている動詞からの転成であるため、時代と共に生まれてくる新機

能などの名づけに使用される時にわかりやすいという利点がある。つまり、連用形名詞には柔軟さ・即戦

力が備わっているのではないかと思われる。以上の性質を持っている連用形名詞だからこそ、まだ日本語

母語話者のレキシコンに定着していないながらも様々な文章に使用されているのではないかと思われる。 

 

6.2 連用形名詞による表現性と今後の課題 

総じて、上記3つの観点から分析した結果、連用形名詞がもつ表現性として、次のような特性があげら

れるのではないかと思われる。 

 

まず、連用形名詞には曖昧さがある。上述したように先行研究では、名詞化した連用形名詞はコト名詞

になるのか、モノ名詞になるのか等、動詞連用形名詞が名詞化した後にどのような意味を持つのかを分析

した研究が多い（西尾1961、山本1993、玉村1970、金2003等））。しかし、56動詞の連用形名詞に関す

る用例を分析した結果、連用形名詞（特に単独の連用形名詞）には明らかにモノ名詞やコト名詞のように

一つだけの意味を表しているのではなく、むしろ、一つの側面に特化できない、ぼんやりとした意味で、

動作の方法、動作の加減などの多様な側面を表しているように思われる。つまり、連用形名詞には「曖昧

さ」という性質がある。曖昧だからこそ、否定的評価のような場合には巧妙にぼやかすことで相手を傷つ

けないようにするという効果が生まれる。そして、動作の方法、動作の加減等の解釈も読み手がそれぞれ

自由に想像できる余地も生まれるのである。 
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連用形名詞による表現性について、もう一つ挙げられるのは、物事の性質・属性を表現する機能がある

ということである。具体的には、自動詞の「連用形名詞＋が＋形容詞・形容動詞」という組み合わせと、

一部の「修飾部＋連用形名詞＋する」という表現にはこのような効果が見られる。もともと動詞連用形と

いう動詞由来のものが名詞に転成したことにより、なぜ、元来形容詞・形容動詞が担うべき性質・属性を

表現するという機能をもつようになるのだろうか。動詞連用形の名詞化については、動詞そのものに関す

る定義や性質、名詞に関する定義や性質と関連付けながらの分析がこれまでの主流であったが、今後は、

動詞、名詞にとどまらず、「表現性」「表現する力」を視野に入れて、より幅広く連用形名詞について研

究を深めたいと考えている。 

 

最後に、連用形名詞による表現性について言えば、和語であるという性質を見逃すわけにはいかないの

ではないかと思われる。採集した用例をみると、ほとんどが趣味や毎日のちょっとした出来事、観光施設

のレビュー等、日常生活に密接したテーマが多くみられる。このような文章には連用形名詞がとても馴染

んでいるようにみえる。採集した用例の中には、「知り合い」を略して「知り」と使ったり、「目覚まし

時計」の意味を示そうとして「覚まし」を使ったりする例もあれば、オンラインゲーム中のチャットの言

葉の中には意味が取りにくい用例も見受けられた。しかし、それらの用例はごくわずかで、たいていの連

用形名詞は日常生活を綴った文章からのもので、読みやすく、またどこか庶民的で親しみを感じさせる印

象を受ける。つまり、連用形名詞には和語から醸し出される親近感や分かりやすさ、柔らかさ、時には素

朴さが備わっていることから、時代遅れどころか時代と共にどんどん新たな場面に使用されていくように

思われる。 

 

本稿の結論として、まず、動詞の連用形の名詞化率が非常に高いこと、また、連用形名詞は「曖昧さ」

「性質・属性を表現する機能」「和語」という性質を持っていることを強調しておきたい。これらの３つ

の性質については、今後も引き続き様々な観点から研究を深めていかなければならない。西尾（1961）に

よると、動詞連用形名詞の動詞から名詞を引き出す語形成の形式は、かつては活発だったが、漢語が導入

されることにより和語の造語力の弱さが省みられるようになったという。しかし、本稿で提示したように、

和語である連用形名詞の造語力は決して衰えることなく、むしろ以前よりも様々な発話の場に出現したり、

意味の面においても動詞・名詞の性質を超えて形容詞と同様に性質を表したりするなど、今後も積極的に

使用されていくのではないかという見通しを抱かずにはいられない。 
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1．「開け」に関する用例 

番号 用例 

1 日本では養老律令の「衣服令」に親王・諸王・文官の朝服に「衣」とあるものが縫腋袍、武官の朝服に「襖」とあるものが闕腋

袍にあたると見られる。正倉院宝物中の闕腋袍の遺品によれば、腋の開けは裾のほうより 50センチ程度開けたものが多い。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%8D 

2 『存在と時間』では、実存は現存在の本質であるとされましたが、後期ハイデガーにおいてはこれが、存在の開けと対峙して

いる存在者の存在であるという意味に拡張されたのです。   

http://www.philosophy.nobody.jp/contemporary/phanomenologie/heidegger.html 

3 「Task_1 Error=100」とは「ファイルの開けが失敗しました」という意味です。通常、ディスクに汚れや傷が付いているから、

IFO ファイルの一部は開けない、または読めないです。  

http://ja.dvdfab.cn/faq/?type=dvd_copy&num=3 

4 「わたし」の死とは、「わたし」が世界のなかに存在しなくなることであると同時に、「いま、ここ」からの世界の開けが、「こ

の」世界の開けが不可能となるということでもある。 

http://watashikokoro.blog99.fc2.com/?tag=%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%86%85%E5%AD%98%E5%9C%A8 

5 しかし、垂谷氏は、宗教学の立場から「霊性への開けがないかぎり、いのちの根源的な基礎づけは不可能だ」と断言します。 

http://kihs-konan-univ.org/categories/wp-content/uploads/2012/04/KihsNews10.pdf 

6 視界の開けが感動的この尾根上から濃い緑の上方に月のように輝くマチャプチャレの圧倒的姿をいただきながらデオラリ、バ

ンタンティ、とタダパニの順にヒマラヤのすばらしい景色を望めるトルカを目指します。 

http://www.onlinetreks.com/annapurna+ghandruk+trekking.html 

7 自宅でのカスタムガレージになります 平日は９時～夕方４時までの開けになります。 当方はお店ではなくガレージになりま

す。 

http://www3.hp-ez.com/hp/sanctuarynaoya/page1 

8 長良「も、問題がないか私が監視します」   疫病神「そんなこといってドアの開けからわかんないんじゃないの？くすくす」  

http://pele.bbspink.com/test/read.cgi/eroparo/1301770205/ 

9 過去のことを語る数少ない法然のことばであるが、三観六即や四教五時など、天台教学の勉学に励んだけれども充分なる開け

ができなかったという。 

http://chinokigi.blog.so-net.ne.jp/_pages/user/iphone/article?name=2013-02-11-2 

10 私は東京会場では「閉め」がテーマだったので 

金曜日からの後半は「開け」がテーマの作品を展示します。 

大阪会場は逆で前半「開け」で 

金曜日からの後半は「閉め」です。 

http://kageegai445banti.at.webry.info/201106/article_7.html 

11 鍵の開けを専門に扱っている業者  IPPAN 

鍵の開け専門の業者が居ます。 

先祖代々、開かずの金庫がある家庭も沢山あります。 

http://omn2011.org/?page_id=12 

12 「 霊 的 臨 在 の 開 け 」  

イエスは如何にして彼らの聖書理解的理性を開いたのであろうか。彼らに自らを見せることを通してである。イエスの顕現を

通して、彼らは聖書理解的理性の開けを受けたのである。 

http://www6.ocn.ne.jp/~kibou/sekkyou_data/sekkyou250512.html 

13 存在（Seyn）の開けは没落を要求し、その者たちは守護された炎の中で焼き尽くされる。その犠牲は存在に立ち去られること

からの退路であり、それは「反-動的な者たち」の「活動」とは全く別である。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%87%E

3%83%83%E3%82%AC%E3%83%BC 

14 歴史の闇に葬られたり，心の故郷を喪った他者に関わる物語りを発掘し，そこから聴き取れる呼びかけを「彼方からの声」と

して受けとめる．そこから物語る行為を通して，民族・文化・心の自閉の壁を超える公共世界の開けを待望する。 

http://www.utp.or.jp/series/monogatariron.html 

15 この「限りない開け」から顕現する、日常とレベルを異にする「経験」こそ、あえていえば「本質的経験」なのであり、「事態

としての経験」と「出来事としての経験」を統合していくのもこの「本質」のレベルに定位してのことなのである。 

http://www.seijo.ac.jp/pdf/graduate/gslit/azur/10/1004.pdf 

16 もはやそれは“甲斐なき努力の美しさ”ではない。忍耐と緻密な臨床眼とを必要とするが確実な回復への道である。新しい地

平の開けを感じさせた『精神科治療学』の連載が大幅な加筆を得て一般に公開される。 

http://www.amazon.co.jp/%E5%88%86%E8%A3%82%E7%97%85%E3%82%92%E8%80%95%E3%81%99-%E6%98%9F%E9%87%8E-%E5%BC%98/dp/4

791103327 

17 大乗仏教を基礎とした西田哲学 

においては、一と多、自己と世界、事と理、時間と空間等々は、対象的には絶対に矛盾し、相対立して、二極的、二元的であっ

ても、「絶対の無限の開け」である西田の所謂「絶対無の場所」においては、それらは同時に一として成り立つ。 

http://www.tokibo.co.jp/vitalite/pdf/no41/v41p11life.pdf 

18 『存在と時間』では、実存は現存在の本質であるとされましたが、後期ハイデガーにおいてはこれが、存在の開けと対峙して

いる存在者の存在であるという意味に拡張されたのです。  

http://www.philosophy.nobody.jp/contemporary/phanomenologie/heidegger.html 

19 そして西田の思索の展開として『一つの動的な連関としての 純粋経験--自覚--場所 が、それ以後の西田哲学の基礎をなして
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ゆきます。』と記述しています。そして自覚とは、『「自己の居る場所」に開かれて、その場所の開けに照らされて、自己が見ら

れることです。』と記しています。 

http://akira.b-tama.com/009.html 

20 カラーライン実線を，層の開けに対しての「意識の流れ」 

カラーライン点線を，層の開けに対しての「気の流れ」 

カラー丸印を，「開示」とします。［相］は個人の「その時」の表れです。例の他にも， その時々の個人の相があり，その時々，

変化するものとします。 

http://kokoroimg.org/side/zu4.html 

21 上述の夢と現実のユングを同じ“ユング”として夢見手が同定できるというのは、この世界の断絶を越えた開けの同一性が想

定されるからであろう。ただし、“開け”とは、本来的に、「いま、ここ」の「この」開けのことである。 

http://watashikokoro.blog99.fc2.com/blog-entry-676.html 

22 自覚というのは、「我が我を知る」ことではあるが、いわゆる自己認識とはちがって、「我」 が置かれている場所に「我」が「我

ならず」して開かれ、その場所の開けに照らされて「我 が我を知る」ことである。  

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/189304/1/eda60_167.pdf 

23 逆にまた協議においては死は同時に生のしるしであり、無限定性への開けになっているのである。 

http://d.hatena.ne.jp/biyoko/20110704/1309798495 

24 言い換えれば、現存在は自己自身に閉じ込められているのはでなく、何等かの意味で自己自身を超えだしている実在として、

他の事物や他者と関わることができる、つまり世界のものでの開けに、脱自的にある存在者として開示されている。 

http://repo.nara-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php/AN00181569-19900300-1003.pdf?file_id=366 

25 この祈りは一切の現実へのラディカルな否定であり、受容である。換言すれば、我々は意味の次元を突破した無限の開けに立

つとき、生と意味だけではなく、死と不条理と無意味とを受容するのである。 

http://yahwist.jimdo.com/%E3%82%B3%E3%83%98%E3%83%AC%E3%83%88%E3%81%AE%E7%9F%A5%E6%81%B5%E3%81%A8%E3%82%A4%E3%82

%A8%E3%82%B9%E3%81%AE%E7%A5%9E/  

26 その時にはしかし，それぞれの宗教・宗派の伝統が発展させてきた教義や象徴体系に依るのではなく，むしろそのいっそう鋭

敏に寛容になった信仰の源泉から，超越への開けに歩み入ることが求められる。 

http://www.jare.jp/project/2005.html  

27 ひとは知覚の最初の開けにおいては単に一つの存在を取り上げて見ているのではなく、自己の視野に広がる様々な事象、事物、

生物、人、景、領野、地平、世界を眼前にしている。 

http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/lib/klib/kiyo/hum/h24/h2404.pdf 

28 てなふうにやってみてください。母音をつなげて発声するためには、口の開けにメリハリがないと無理なので、結構疲れます。 

http://blog.goo.ne.jp/p-create-km/e/62438cbbb03184e5c379785e8841912e 

29 鍵作しながらの開けに切り替えます。一箇所読み間違い、さらにインプレッション時の傷の見落としで時間がかかりました。 

http://kagistar.sblo.jp/article/49939098.html   

30 しかしハイデッガーを手引きとした自由の洞察は、存在の開けにとどまることのうちに、出会いの可能性があることを告知し

ている。 

http://www.kyoto-seika.ac.jp/researchlab/wp/wp-content/uploads/kiyo/pdf-data/no22/watanabe.pdf 

31 その新しい空間の風景が見えてくれば、わたしたちの意識は創造空間の開けに出ます。アルケー（始源）です 

http://www.noos.ne.jp/cavesyndrome/?tag=%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%83%89 

32 ガススタで、バイトのにーちゃんとか ねーちゃん に給油口の開けに鍵を渡すと、アホみたいに力いっぱい まわす

のが、居て鍵が曲がる（よじれる）ので  

http://mixi.jp/list_bbs.pl?id=171730&type=bbs&page=2 

33 そしてもうすぐ、母の母の娘の娘が、つまりぼくの妹が、初めてこどもを産む。それは未来が思い出を追い抜いて、ダイヤも

路線図もない青空の開けに世代の繰り返しを預けるということだ。  

https://nisshi.in/id/kohei 

34 言いかえるならば、彼の思想が「間文化的」であるとしたら、それはすでに打ち立てられた「文化」と「文化」の間を探求する

からではなく、むしろ「自然」に投錨し、その「深さ」を内包していることにおいて、内側から開かれており、それ自体ですで

に「間文化的な」システムである。自然の名の下に追求されているのは、この内的な開けによる文化的コミュニケーションの

場なのである。 

http://www.asahi-net.or.jp/~dq3k-hrs/documents/shakaikagakukai.pdf 

35 ハイデガーが言語を存在の住処として捉え、存在の開けに言語の本質を見るのに対してレヴィナスは、存在を人（主体）と捉

え、主体の他人への探究のあり方として言語を捉えています。 

http://www.office-ebara.org/modules/xfsection05/article.php?articleid=91 

36 実存する人間のその都度の気分性によって，われわれの実存が認取（veme㎞ en），あるいは了解（verstehen）している世界の

開けに立ち出でている実存の広さや閉鎖性が規定される。 

http://ir.lib.fukushima-u.ac.jp/dspace/bitstream/10270/1326/1/7-136.pdf 

37 本間さんって （今更だけど）なんかかっこよくない？って思うこと… 

ｽﾄﾛｰの開けに私 きゅんですもん 

http://merci88.blog129.fc2.com/blog-entry-259.html 

38  ある存在論に合わせてできているばかりでなく，存在一論〔理学〕的なるものそのものの可能性に，すなわち存在論的差異

に，存在者の存在への接近路に，次には抹消の抹消，すなわち世界の戯れへの，まずは welt-bildend〔世界形成的な〕ものと

しての人間の世界への開けに沿ってできている。 

http://www.seijo.ac.jp/pdf/faeco/kenkyu/150/150-kinosita.pdf 

39 けど今この風習を厳格に守っている家庭は少ないのですやろね。 
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私が錦に嫁いだころは、お精進の開けには、生臭モンに飢えたみたいに、お魚を買いに来やはりましたけど、今は・・・ 

http://nishikinoototoya.kyo2.jp/e62138.html 

40 この夜だけが望ましく、それに較べれば昼とは、思考の開けにひき較べたけち臭い貪欲のようなものである。 

http://barbare.cocolog-nifty.com/blog/2009/week43/index.html 

41 一はドアの上にカン棚に同頑張る地方は頑張って、良好な潤滑、エレベーターは実行して中和ドアの開けに不愉快な声を出す。 

http://vv.81study.com/archives/51767/ 

42 歴史の闇に葬られたり，心の故郷を喪った他者に関わる物語りを発掘し，そこから聴き取れる呼びかけを「彼方からの

声」として受けとめる．そこから物語る行為を通して，民族・文化・心の自閉の壁を超える公共世界の開けを待望する。 

http://www.utp.or.jp/series/monogatariron.html 

43 新しい文明の開けを探究しつつ、新たな病理観と医学の樹立に賭けています。   

http://www.bya.zze.jp/easyfree5/ 

44 口の開け方と腹式呼吸という基礎の基礎を学んだだけですが、思いのほか難しいです。身に付くようにと、就寝前のベッド の

中で呼吸と口の開けを意識しながら、子供に絵本を読み聞かせています。 

http://www.mcckh.com/voice  

45 そうではなく時間はまさに我々が与えるものである。この根源的な時間の開けは、我々有限な現有に固有な有の在り方に由来

する。 

http://heideggerforum.main.jp/ej4data/katayanagi.pdf 

46 また、こうした豊穣なる言語世界への開けを予感させる箇所は、しばしば法華経に散見されると言う。  

https://www.facebook.com/hokkekai/posts/661775983863657 

47 お店の開けまで覚えました! 

セコムだって止められます!笑 

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=48858&id=18005134 

48 了解は、存在の開けをとおして存在と係わりつつ、存在を起点として存在者の意味を見出す。  

http://www.ne.jp/asahi/village/good/Levinas.htm  

49 しかも,その関わりの中で自ら体験 した認識地平の開けを適 して,学習者が書 き手の ｢戦略｣に主体的に反応 しなが ら自ら

の力で認識の新 しい地平を開けるよう具体的な手立てを考えるのである｡  

http://air.lib.akita-u.ac.jp/dspace/bitstream/10295/1196/1/goto14.pdf 

50 多様な「反省への開け」、すなわち真理への開けや自由への開けを区別し並置する暫定的な解決法では不十分である。 

http://cogito-hermeneutique.hatenablog.com/entry/2014/02/01/001250 

51 見かけからすれば、何のことは無い、イマドキのセルフ式のスタンド・うどん店に思える店構えである。でも、何故か、ここに

きて惹かれてしまったのだ、何の前情報すらなかったのだが、次ぎに行く遊亀温泉の開けまで時間があったし、ちょっと腹ご

なしにと思って、のれんをくぐってみたわけである。 

http://yaplog.jp/momo-kimock/archive/1998 

52 だからこそ、まずは第四章「アチラとコチラのグラデーション」を挿入し、公的な資格要件としての研修制度と筆者の現場体

験とを比較検討しながら、障害者の生活世界（アチラ）と介助者の日常生活（コチラ）との狭間にくり広げられる「創発的世

界」を見据えながら、要はこの狭間をアチラとコチラの双方へ向けて押し広げることだと主張し、続く第五章「「慣れ」への道」

ではあえて「排泄介助」を取り上げ、むしろ慣れきることの不可能を自覚する点に、かえって「健常者性の変容」ないし「市民

的自己」の解体を通じた「社会」への開けを見ようとするのである。 

http://kgur.kwansei.ac.jp/dspace/bitstream/10236/5629/1/k309.pdf 

53 すなわち、そのような作品経験はいつも偶発的な通路の開けを基にして行われるということでしょうか。実体験という形で特

権化する事をむしろ避けるかのように写真や映像という形で残された様々なドキュメントは、螺旋状の道へと開かれている、

私たちと作品とを結ぶもう一つの「通路」と言えるかもしれません。 

http://www.log-osaka.jp/article/?aid=232 

54 正しい姿勢や口の開けを身に付け、明るい声で歌うために発声を工夫することができる。 

http://ogachu.que.ne.jp/onhyou.pdf 

55 先生は、ハイデガーの「存在への聴従」を、伝統的信仰内容を 次々と切り捨ててもなお残る「信」を提示するものと解釈され、

神について 哲学として語り得る限りを語るものとして「存在の開け」を理解されます。   

http://www.sal.tohoku.ac.jp/news/yiwata2003.html 

56 フェルメールの場合は、主に単独で登場し、配置されるのは「窓」である。ヴェラスケスの場合、単独で登場・配置されるもの

として他者性への開けを喚起させるものは「鏡」であり（「ラス・メニーナス」及び「鏡の前のヴィーナス」の場合）、また扉で

ある（ラス・メニーナス）。 

http://reicahier.jugem.jp/?eid=30 

57 しかし 天眼の対象も所詮は自然界の範囲に過ぎず 

仏教ではその奥の慧眼（えげん）法眼（ほうげん）佛眼（ぶつげん）という物質界の本体 ＝ 法界を見る心眼の開け を尊し

とする。 

http://bumbumyukie.blog.fc2.com/blog-entry-145.html 

58 西田は絶望の極にあって、その心の底深くに広がる魂の開けを、「喜びも憂いの波もとどかない」静謐な永遠の世界を感得し、

絶望を突き抜け「あかあかと燃える」純粋生命を体現し哲学に表現したのです。 

http://imakoko.hamazo.tv/e3127720.html 

59 「作品は、作品として一つの世界を立て開く。作品は、世界の開けを開いたままに保つ」。  

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=126892&id=3423464 

60 ダンサー自身が音を出しながらソロ・パフォーマンスするケースもあり、その意味では、他ジャンルの表現者との共演という

のは、そのいちいちを音楽的な言語に翻訳しておこなわれる即興演奏（これまた周知のように、即興演奏というのは、一般的
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にいって、イディオムと呼ばれる固有の言語の習得およびその使用法と深くかかわる表現形式である）とは違い、サウンドと

身体がステージ上にならべられ、その “瀬戸際” がむき出しになるため、演奏家までもがひとりのパフォーマーへと変成し、

観客にも直接的な身体の開けをもたらすことを特徴とする（ように思われる）。 

http://news-ombaroque.blogspot.jp/2012/03/with.html   

61 氏の「宗教者と部落問題――新たな地平の開けを求めて」と題する今回の「提起」は、これまで教団並びに宗教者の多くがた

びたび陥ってきた問題点の出処帰趨を丹念に見極められたもので、氏自身の基本的立場を明らかにしながら、六項目にわたる

具体的な検討課題が積極的なかたちで提示されている。 

http://d.hatena.ne.jp/keiyousan/20120415/1334442605 

62 扉は所見の方がいたので、「初であれば、やってもらいましょう！(￣▽￣)」 

ということで扉の開けをやってもらいました。 

http://rinzouff.blog.fc2.com/blog-entry-310.html  

63 限られたパワーをいかにミスなくうまく使いきるか、路面摩擦ギリギリの開けを見極めるかの違い。  前者はみすっても思っ

たより痛くない、後者は相当痛いの違い。 

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1404692185/l50  

64 【ボンネット（開検知）スイッチ】不正なボンネットの開けを検知するスイッチです。 

http://www.think-produce.com/clifford/glossary.html 

65 このように大乗仏教においても、またキリスト教においても、その祈り（三昧）における共通した地平の開けをみることがで

きるでしょう。 

http://daiganji.or.jp/?p=774   

66 ジョルジュ・アガンベン「ホモ・サケル」から引用改造   これと同様に、意味するという純粋な潜勢力と

しての言語だけが、言説のあらゆる具体的な審級から身を退くことで、言語的なものを非言語的なものか

ら分かち、これこれの語に対して外示されるしかじかのものが対応する、意味ある言説の領野の開けを可

能にする。   

http://9317.teacup.com/toku2501/bbs/535 

67 １ヶ月程前から、ドアロックがドアの開けを感知しなくなりました。怖いのはインロック。エンジンをかけなければ、ドアロ

ックが作動します。 

http://minkara.carview.co.jp/smart/userid/324457/car/387764/1964785/note.aspx 

68  前節の最後に、僕は「意識以前の直接経験の世界」という言葉を使った。思弁哲学の考究の道程においては、意識以前に開け

ている直接経験の世界こそが、出立点となる。そこに、ホワイトヘッドは単なる事実の事柄より以上の、含蓄ある奥深い世界

の開けを見ていたのだ。   

http://blog.goo.ne.jp/whiteheadian/e/4f3a3f226d33232f3224ad0914f8d128 

69 「『世界』とは、『世界内存在』という先の規定においては、およそまったく、なんらの存在者や存在者の領域などを意味して

はおらずに、むしろ、存在の開けを意味している。 

http://www.office-ebara.org/modules/xfsection05/print.php?articleid=91 

70 そして、その現在する浄土というものは、いつも将来するというかたちで私に語りかけて、それに独自の世界の開けを此所・

今にもたらすもの──浄土真実でなければならないと思う。  

http://hongwanriki.wikidharma.org/index.php?title=%E5%B0%86%E6%9D%A5%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B5%84%E5%9C%9F%E2%94%8

0%E8%A6%AA%E9%B8%9E%E3%81%A8%E7%8F%BE%E4%BB%A3&oldid=1279 

71 ただし、言うまでもなく、ここでいう脱構築は、今なお巷で誤解されているような、単にレヴィナスの境界設定を除去すると

いう単なる解体作業でなく、むしろ、こうした境界のせめぎ合いこそが、あらゆる現象性にアプリオリに付随する“争闘”で

あるとして、現前性の開けをつねにすでに産出する普遍的な現前化作用を抽出することでもあるわけです。 

http://www.thought.ne.jp/html/adv/serre/urashima03.html 

72 他方、テイラーはそうした解釈学的なテクストの読みに対し、かの他性への開けを確保すべく、脱構築的な

読みの可能性を模索する。  

http://www.h7.dion.ne.jp/~pensiero/study/taylor.html 

73  それにも増して近代ヨーロッパ文学の， どこかに無限の開けを持つ， 人間性の賛歌と肯定が， 私たちの心をとらえました。 

http://jsmp.jpn.org/jsmp_wp/wp-content/uploads/smt/vol41/135-141_Rev-Author.pdf 

74 後期の講義録『根本諸概念』では、存在そのものへの開けを目配せしながら、次のようにいわれる。「存在は存在と存在者とを

はじめて相互に引き離し、この引き離しのうちへ、自由に開けた場のうちへ移し置く。 

http://www.kyoto-seika.ac.jp/researchlab/wp/wp-content/uploads/kiyo/pdf-data/no22/watanabe.pdf 

75 しかしそれは、まさにそのせめぎ合いにおいてひとつの「布置」や「世界」と連結する空間でもある。布置への開けにおいて

諸物は「意味」を持ち、その絶対的な現前性において共存する。 

http://www.asahi-net.or.jp/~dq3k-hrs/documents/kanbunka.pdf 

76 この「開け」を陳腐な「悟り」？などと置き換えてはいけないのだろう・・・『ニルバーナへの開け』を彼が言うように空間的

に表象化することなど、できないのだ。 

http://amato-study.com/balock2.htm 

77 千葉県で鍵交換の業者を探そうと思った場合、インターネットで検索すると非常に多くの業者がある事がわかります。住まい

の鍵交換だけでなく、鍵の取り付けや鍵開け、鍵修理、車の鍵の紛失作成、その他バイクや金庫・ロッカーの鍵の開けまで、鍵

にまつわるトラブルを全般的にフォロー可能な業者が多いです。 

http://www.key-chiba.net/key-exchange-chiba-1/ 

78 つまり、ポジションを動かさずに歌うというやり方では、メロディの音程が変わっても、音程が変わったことを感じさせない

ように歌うと言うわけです。つまり、ポジションの移動ではなく、ノドの開けを変えていく事で、音程を作っていくわけです。 

http://stone.tea-nifty.com/blog/2014/02/index.html  
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79 T17では、気づきから浮かぶ新たな意味の開けを促す応答である。C18からは、以前なら自己批判的な思考を伴っていた「利用

する」ことも「軽く言える感じ」、いつでもやめて次にすすめると捉えることができた。 

http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/toshokan/images/kiyo56-02.pdf 

80 じっさいこの章での志賀康による安井俳句の読み込みはじつに精細なもので、例えば第三句集『中止観』の《人参が死産の家

におどりゆく》の「人参」を、アレゴリーのように介入しながら《喩的に暗示する個性を持っていない》人参そのものであると

定位し、その反・喩による他者性・異界性への開けを評価しつつも、そこに《こちら側の世界から、「人参が死産の家におどり

ゆく」と発語している者の姿》を感じ取り「いま・ここ」の生起性からの隔たりを指摘する。 

http://weekly-haiku.blogspot.jp/2011/09/43.html 

81 そして人間とは、究極的にはそこから生起しているローカルな場であり、そこにさまざまな「結ばれ」としてパターンを蓄積

していき、自らその網に絡め取られつつ、なおもその中核にある「絶対的な愛への開け」を保ちつづける場所として存在する

のです。 

http://nvc.halsnet.com/jhattori/Spirits/SophiaReason.htm 

82 この死なき哲学を批判するためには，創造を，被造物の第一義的な属性ならしめる近代哲学の潮流全体のなかにそれを位置づ

けるだけでは足りない。創造ということそれ自体が〔死という〕神秘への開けを前提としているのを示さねばならない。 

https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/11593/1/bungeikenkyu_104_(1).pdf 

83 詩人リルケがうたったように、動物とは異なる人間の人間らしいあり方は、なによりも世界に対するその「開け」にあります。  

http://slowbiz.exblog.jp/m2008-06-01/ 

84 つまり、このように、脱自的時間性が、みずからの周囲に地平を開いて、「自分のためにという目的性」の場を将来に向けて開

拓しながら、「被投」的に世界のうちへと「引き渡されている」みずからの既在の場に根ざしつつ、現在まさに諸事象の「手段

性」の指示連関にもとづいて道具と事物と向き合い、また他者との共同存在のなかで実存することこそが、世界という超越的

なものの生きた場所の開けを構成するゆえんの根本条件をなすと考えられたのである。 

http://aishoren.exblog.jp/17583035/ 

85 機関投資家だけど何か質問ある？欧州の開けをモニタリング、為替とかもチェック。 

http://shitsumonaru555.blog.fc2.com/blog-entry-174.html  

86 WTIが 13セント安のバレル当り 104.62ドルになっている。現下のアメリカの石油需給からすれば、当然の結果だが、本格的な

動きは夕方のヨーロッパ市場の開けまで待たなければならない。 

http://blogs.yahoo.co.jp/kawataro61/25061928.html 

87 その「霊性」に拠る「場」の開けを最も強く感じさせる絵の一つに、ファン･ゴッホが自死する直前に描かれた《烏のいる麦畑》

（1890 年 7 月）がある。 

http://www.seijo.ac.jp/pdf/graduate/gslit/azur/13/azur-013-07.pdf 

88 お恥ずかしいことであります」という自己懺悔は、唯一の信仰の現実性への開けを明示されたものということであります。 

http://www.ican.zaq.ne.jp/jushindo/sy/11/naiyou171101.htm 

89 その後もサーチ機能が復帰しないので、さらにお願いして要塞の開けをお願いしちゃいました。  

http://nirakana.blog4.fc2.com/blog-date-200508.html 

90 その結果、人間は目的的に規定された行為の内部にいわば避難所を空けて」44世界との開けを確保する。  

http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/lib/klib/kiyo/hum/h20/h2003.pdf 

91 私の世界」の中に閉じこもろうとする彼女の内向性、それとともに「私たちの世界」という≪公共性≫への開けをともなった

「彼」の視点、そのどちらもこの作品に欠かすことの出来なかった要素でしょう。  

http://unperfectvacuum.blog116.fc2.com/blog-entry-2.html  

92 様々な人間間の葛藤を大きく包み込む「空」の慈愛の場の開けを、いつも体感しながら、相対の世界を大観する。 

http://abetoshiro.ti-da.net/e5780101.html  

93 しかし、運動は、多くの場合、檀家制度に支えられた門徒のみを対象とし、社会への開けを持ち得ず、門徒内教化を一歩も出

ずにいます。何故、そうならざるを得なかったのか。 

http://park3.wakwak.com/~myokenji/gouja-21.htm  

94 さて，主観的な意味構成に内在している現実や世界，他者への開けを，私的なものには回収できない共同性が刻印されるとい

う点で〈社会的なもの〉と捉えるのであれば，身体には，最初から社会的な在り方が構造化されていることになる。 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ss/sansharonshu/391pdf/nakamura.pdf 

95 この地域は特に… 他が休みの時は閉める、土日はこぞって閉める  

開けの日もほとんど同じ日    

http://read2ch.net/pachij/1347394514/ 

96 ケージの中に入った仲間を助けるために、ケージの扉の鍵を開けてあげるコーギー犬。口と鼻先を器用に使って、鍵の部分を

押し上げて。この子たちは親子だろうか、兄弟だろうか？飼い主さんのゲージの開けを見て覚えてしまったと思います。 

http://www.kotaro269.com/archives/51266005.html 

97 あとそう、働き始めて知ったんだけど、働くときは、そこそこ広いお店を一人でまかされる。レジの開けから締めまで。お酒

の数が合わなかったら自腹。 

http://ameblo.jp/churow/entry-11924725836.html 

98 存在を問うことはいつもすでにそこにあるこの存在の了解の「開け」からしかありえません。 

http://nisegane-tsukai.blog.ocn.ne.jp/sashitsu/2005/09/   

99 細かいところの手直しを発注し、工事もしながら・・・明日からレッスンスタートします！！月曜日は私が担当します。

（昼、夜） 

シャッターの開けからスタート！＾＾結構重いんだ。。。これが。。 

http://blog.livedoor.jp/kenkonw_im/archives/51171897.html   

100 週末はね。平日もたまにあるけど、こっちは楽だ  
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 土曜日の開けから閉めまでは中々疲れるけどな。でもまぁ慣れたわ 

http://www.pitosoku.com/archives/31620870.html  

101 トップタイムが１分 30 秒程度のコースでまともに走ってきてもトップに１分以上はなされているとしたらアクセルの開けが

間違いなく足りません。 

http://teamtraction.jp/?cat=31 

102 しかし、低い枝になっている果物を取るかのごとく、そうした教科書的な教えを順守する前に、ビギナーライダーはアクセル

の開けが甘いことの方が、私は問題だと考えている。      

http://www.romc.jp/00maenorityreport3/maenorityreport3.htm 

103 これもリアサスの改善が効いて、今までは２速だとリアが入り過ぎてすぐにウィリーしてい たのが、上がりにくく、上がって

も穏やかな挙動になって２速でも一応、開けられるようになって きた。。（まだまだ開けが甘いけど） 

http://www.jun1.org/page293.html 

104 「戻ってきたね！でも、開けが足りない！！」面白 M先生 

「こんな走りじゃなぁ～期待はずれだなぁ～～・・・」 

http://56798261.at.webry.info/201305/article_4.html 

105 アクセルの開けが少ないという事はエンジンの回転が低いのでクラッチをつなぐとエンジン回転が更に低くなりエンストしや

すいのです。   

http://www.t-mari.net/qa/qa_ride.html 

106 ふらりと街中を流してみると、軽いスロットルに思わず開けが大きくなる。 

http://vmax17.art.coocan.jp/garage_kikou/spl_026_7.htm 

107 「立ち上がりのスロットルの開けが早くなっているのがわかる」 

http://www4.plala.or.jp/mammamia/motorcycle/circuit/03/13.htm 

108 乗れてる人は、ちょっと頼りない感じがするかもしれませんが、 

きっと、アクセルの開けが、早く、大きくなったと思いますよ？   

http://enjoy-bike.com/riding/rakunimagaru04.html 

109 ワインディングを走った後、仲間とこのグラフを見ながら「アクセルの開けが足りないよ」と「回転数が高すぎるんじゃない」

とワイワイやる話題の中心になりそうだ。 

http://www.bikebros.co.jp/vb/sports/simpre/simpre-20071029/ 

110 時間が立つと圧力計が共に 0 になってしまうのはミドボン自体の元栓の開けが足りないからですか  

https://2ch.live/cache/view/aquarium/1333724281 

111 今日は、何度やっても上れないステアケースがありまして、アクセルの開けが足りない！と一緒に練習していた K 田さんにア

ドバイスいただいたのですが、いくらアクセルをあけても上りません。 

http://ratch.exblog.jp/m2008-05-01/ 

112 「真矢！アクセルの開けが足りないから手首をストレッチしろ！」 

http://www5.nikkansports.com/sports/motor/nakano/entry/20070313-33878.html 

113 アクセルの開けが足りないから閉じた時の反動も少ない 

http://blog.drex-cls.com/?eid=196360 

114 ここでアクセルの開けが早いとしっかり回り込めず次のパイロンに向かって、大外から入れない。 

http://www.gentei.org/~yuka/closed/2004repo/r20041121.html 

115 店にセッティングしてもらっても改善されず、店の人には「開けが足らない、もっとブッ飛ばせ」 とアドヴァイス？されま

した。 

http://pao-hiroki.xsrv.jp/archives/9360 

116 エンジン組んでナラし運転中は６０キロ以上出さなかったので気がつかなかったが、アクセル開けると止まってしまう・・・・・ 

急なアクセルの開けにも止まってしまう。 

http://yama11.web.fc2.com/shovel/mein/suposutakyabu.html 

117 アクセルを開けても前へ進めない 

アクセルの開けに乗じて 

内部でガーッと音を立ててはいるが 

http://june2007.air-nifty.com/blog/2013/07/post-8af2.html 

118 アクセルの開けに対しエンジンが、リニアに吹け上がりる感じで加速が楽しい（過敏では無い）。  

http://tabitomorider.blog27.fc2.com/blog-entry-599.html 

119 入れた後の走行で、確かに「違い」は感じました。アクセルの開けにダイレクトに反応し加速する「気が」しました。エンジン

音が静かになった「気が」しました。  

http://o-bikers.jp/modules/newbb1/viewtopic.php?topic_id=3392&forum=1 

120 空燃費計は生かしたまま監視 

アクセルの開けに対して若干間があるけどだいじょぶげ♪ 

http://kingyornabeyan.blog.shinobi.jp/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC/?pageNo=2 

121 暖気は、スロットルの開けに対してエンジンの回転の上がり方がついてくるようになるまでしてます。   それでも、当然のこ

とながら駆動系、ミッション等は温まっていないのでしばらくは抑えて走行します。 

http://mimizun.com/log/2ch/bike/1011690294/ 

122 クラス１位のプレッシャーがいつもよりスロットルの開けをラフにする。（バイクレース） 

http://www.protechsp.com/report03.html   

123 さて、気になるテーブルですが、最初はちょっと遠慮気味でショートして飛んでたのですが、ジャンプに侵入する手前のコー

ナーで車体寝かしても滑らないと確認してからは、徐々にアクセルの開けを元気よくしていき、飛距離を稼いで飛びきれる様
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になりました。  

http://blog.livedoor.jp/tanisi_corp/archives/51764081.html 

 

124 ギア間違いないをしないように意識しての フルバンク時の開けを程々にして 

ちゃんと立たせてガバ開けで～。 

http://blogmichi.blog65.fc2.com/blog-entry-321.html 

125 GW３日目、今日は清里のサンメドウズ練習会に行って来ました。片道４時間なので、朝４時出発です。今日は先週の大会の反

省点、アクセルの開けをメインに練習をしようと出かけました。  

http://pylons.blog105.fc2.com/blog-entry-1052.html 

126 キックにガタがきているので踏みしろを探りながら、そしてキック!キック!キック!チョークやスロットルの開けを微妙に調整

しながら、キック!キック!キック! 

http://tsubakiki.blog68.fc2.com/blog-entry-507.html 

127 理由は恐らく、立ち上がりの開けを手加減し始めた影響と、何だかんだで抜かれる頻度が高く、一周通して頑張れた周が少な

かった影響かと思います 

http://shin1nko.blogspot.jp/2010/04/cbr600rr_30.html 

128 走り始めてまず感じたのは、「おお、今日はフロントのグリップが良いぜ～」その後しばらくすると、「ん～、今日はリアがス

ムーズに動くなあ」が加わり、少しずつアクセルの開けを増やしてみました。  

http://www.naproearth.co.jp/special/rally2004/round5.php 

129 「立ち上がりのスロットルの開けが早くなっているのがわかる」と。「しかし更にタイムを短縮するには今以上に立ち上がりの

スロットルの開けを早くする必要があり、タイヤが急激にスライドしたときが心配」と。また「何も言わなかったが前回スロ

ットルの遊びをなくしておいた」と。おらは全く気がつかなかったが、それも第 1ヘアピンで飛び出しが出なくなった要因か？ 

http://www4.plala.or.jp/mammamia/motorcycle/circuit/03/13.htm 

130 今までやっていたことができない（バンクさせながら引きずりブレーキ、、、旋回からの開けを頑張る、、、これも今までが完全

にできていたかと言われると NOだが、それ以上に安全走りになっている） 

http://jhon19.at.webry.info/201008/article_1.html 

 

131 自分の走りの感触だけから言うと、初速が遅ければ遅い程結果的にうまく走れ、手前のジャンプを飛んでしまうと初速が速過

ぎてうまくいかない（そのぶんウオッシュボードに入ってからの開けを抑えぎみにしたらよいのかと思うのだけど、実際には

抑えてもうまくいかない）。 

http://www19.big.or.jp/~morimori/diary/feb2005/diary_2.html 

132 ドライブ中にトップギアにシフトしたらトルクを最小限にする＝アクセルの開けを最小限にして速度を維持する 。 

http://i-ikioi.com/th/auto/1240043736/ 

 

133 釘の開け閉めがあるだけ、喜ぶべきなのだ。 

閉めがあるという事は、開けがある事になるのだろうから。  

http://www.777segu.net/takada/honki.php 

134 丁寧に使用しているお店が多いので、開けが入れば発射台が高い分だけ（日ごろの調整が甘い分だけ）期待値は↑↑↑。以外

に介入効果もあるので、その点でも◎ 

http://p-bl.jp/diary/130818.php 

135  来週の月曜日、火曜日の稼働にはゴールデンウィーク前の回収前に開けがあることを期待しております。 

http://pachinko.haruzou.com/index-4.html 

136 「お店が還元を目的としたその日の大きな開け」というものを探していくのが一番高くなる行動だとは思いますが、、、 

http://pao-hiroki.xsrv.jp/archives/9360 

137 パチスロのほうは下見で良い台がないので 

午前中は釘の開けを期待した店回りからスタート  

http://namari-asatky.net/wp/archives/tag/%E6%94%BB%E6%AE%BB%E6%A9%9F%E5%8B%95%E9%9A%8A 

138 今日からの開けに期待しようか 

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/slotk/1367884941/ 

139 騒音台。人気が出れば釘の開けに期待できたけどね・・ 残念・・ 

http://simezi.com/repo/2014kamihanki/ 

140 地元の店の旧イベ日で、スロットの設定、パチンコの釘の開けに期待できる日。 

http://tokiryo.net/7/?p=547 

 

141 下がったら、エンリッチナーを少し戻し、アイドリングを 1200回転〜1300回転になるくらいにしたら、スロットルの開けにエ

ンジンがついてくるか確認できたら、もうそれで走り出します。  

http://blog.livedoor.jp/forumeast/archives/cat_238900.html?p=6 

142 朝は AKBの開けに期待出来る店へ。 

ちょっと遅めに行っても大丈夫かと余裕かましてたら、軍団さんで満席・・・ 

http://pachislot7777.blog.fc2.com/blog-entry-340.html 

143 導入台数、客付きともに良好なため、釘の開けに一番期待できる。  

http://ameblo.jp/aikana1/entry-11705396995.html 

144 時間的にアレなのでヤメ、アテは無いが次回の開けに期待しよう 

http://hikiyowa.seesaa.net/article/383505587.html  
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145 連休明け週はじめということで、釘の開けに期待していましたが思ったより開いてなかったです(^^ゞ  

http://tarustyle.com/archives/945 

146 良い勉強になったので､回収後の開けに期待して､来週の稼動としたいと思います｡ 

http://suroten.com/yusuke2.htm 

147 4.長期の稼働が望める（釘の開けに期待できる） 

5.時間効率がいい（通常回転を多く回せる）  

http://gold05.com/2014/02/19/%E3%83%91%E3%83%81%E3%83%97%E3%83%AD%E3%81%8C%E5%A5%BD%E3%82%80%E6%A9%9F%E7%A8%AE%E

F%BC%81/ 

148 今日からの開けに期待しようか 

http://kaidou-channel.doorblog.jp/archives/27693970.html 

149 ゴールデンウィーク前の開けを期待して、体力的にはキツイがいざ朝から稼働。 

http://pachinko.haruzou.com/index-4.html 

150 ハネモノの開けを狙って行ったのですが、お店の隅に追いやられた過去の産物のような位置付けに、満足な調整にありません

でしたよ  

http://iyaminokokode.blog.fc2.com/blog-entry-94.html 

151 今日かなりの開けを体感しましたが、ﾋｷが悪かった…。勝ったけど気分的には負けた気分なのですが勝ち

ました！  

http://www.ashh.net/bbs/jouhou/post_32.php?page=all 

152 詳細ありがとうございます。  

導入時からあまりいい調整は見かけないですが、  

今後の開けには期待したいです。  

これが、店が喰える台の使いかたか！と遠くからみてます(笑)  

実際客付きいいですよね？ 

http://tokinn.blog105.fc2.com/blog-entry-229.html 

153 前のパチ日記やけど、更新していきます。 

日月とお休みして夜の仕事,  

明けて 10時開店と同時にマイホへ 

海がどうやらイベントみたいだが…開けが足りてない  

http://baribari1215.seesaa.net/category/18868461-1.html 
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2.「空け」に関する用例 

番号 用例 

1 身体なしでは世界は開示し得ない。身体は次々に未開の現象を切り開く。身体無しにこの「空け」が存在しないことを考えれ

ば、身体とはまさに未開の大地と言っていいものである。身体のあるところ、そこに大地が開かれる。 

http://www.noos.ne.jp/cavesyndrome/?p=2240 

2 機材や光の関係での見えにくい所の空けが開放できなかったのは残念でしたが＾＾それ以外は概ねしっかり埋まっていて、見

渡しての空きが全くなかったのは本当によかったです～～やっぱり心配でしたもの。 

http://blog.k-plaza.com/main/blog_directory_read.asp?dir_cd=&art_no=351852&searchField=&searchString=&currPage=1 

3 田中さんの友人でいずれも当時の国鉄マンが長時間労働の空けを利用してのドラーバーを引き受けていただいたので、悠々の

長旅が可能になった。 

http://bigai.world.coocan.jp/msand/powder/77aizu.html 

4 自分が立っている時間・空間には自分しか存在できないのだ。その分だけ大いなるものが空け（あけ）を作っていてくれる

から今ここにこうして自分が生きていられる。 

http://d.hatena.ne.jp/aien/20080530 

5 船とのバランスが取れてないので、チルト角を調整してください。 

もしくは、エアベントの空けが少なく、全開時に燃料が負圧に負けて出て行かないかのどちらかでしょう。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1244577152 

6 今ﾎﾃﾙ周辺を朝の散歩してきたところ 

とりあえず人生初完全ｵｰﾙの空けがﾃﾞｨｽﾞﾆｰとかただの盛り上がってるバカ 

幹部部屋なのに笑 

http://ameblo.jp/ananrdayo/ 

7 ボーダー＋１～２の台が中心といったところ。超激海は１／３１５でありながらフルスペック。この甘さは魅力だが、若干ヘ

ソの空けが足りない。 

http://jikata.blog7.fc2.com/blog-date-20050418.html 

8 今日の身の空けが、夕方頃からだったので、その後ゆっくりお絵描きしようと思ったら、 町会の納涼祭と来たもんだ、まぁ基

本 的 に は 反 対 は し な い が 、 今 年 よ り （ 今 回 の み ？ ） 今 ま で の 場 所 か ら 、 

http://blog.livedoor.jp/yatai_004/archives/50613105.html 

9 「そうだね。では座敷も埋まり尽くしてしまったことだし、最初の空けがくるまで大我にお茶でも煎れてもらうとしよう」   

http://aoikoi.fool.jp/hikariya/t4 

10 行の空けを短くしました！ 

http://ameblo.jp/hs-7101/entry-11209250734.html 

11 穴田選手はほとんど見たことないので良くわかりません。この二人の戦力外は選手枠の空けをしたかったんでしょうね。 

http://ameblo.jp/toraumav10/entry-11646453603.html 

12 三連休→三連休&月末っていうことで設定キチキチだなぁ～  

月初めの空けを待つか 

http://viva2ch.net/slotj/1127311259-0.html 

13 購入数 51以上でもらえるそうですが、そのときの持ち物欄が一杯だったからでしょうか。ちなみに、あさみからは一ヶ月位前

に貰っています。持ち物欄に空けを作ってから挑んで、ダメだったらもっと服やを買いましょう！ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1099824045 

14 避けるべき薬物 

アルミニウム含んでいる制酸剤、麻酔剤、 anticholinergic エージェントを含んで胃に空けを遅らせるエージェント等を大き

さ形作る薬物は避けるべきです。 

http://www.news-medical.net/health/Gastroparesis-and-Diet-(Japanese).aspx 

15 コーヒーのコンポーネントのいくつかが胃に空けを変えるかもしれないという証拠があります。 

http://www.news-medical.net/news/20130715/1344/Japanese.aspx 

16 今日は早番でバイトに行ってきました。 社員さんが何故か張り切って雑誌の抜きと空けを手伝って下さったので 勤務時間中

にきちんと仕事を終えることができました。 

http://usokae.blog.shinobi.jp/%E6%97%A5%E5%B8%B8/%E3%81%B3%E2%80%A6 

17 12 月上旬には、全てを確定させてご報告させて頂きますので、   

取り急ぎ、スケジュールの確認と「空け」をお願い致します。  

http://mixi.jp/view_event.pl?comm_id=212800&id=3115561 

18 僕も常に、時間・時間で動いているわけですが、 

今日は、10時から 17時 30分まで空けをつくっていました。 

http://ameblo.jp/daiken-rs-tu/theme-10063318178.html 

19 日本の食べたことがないですが、コンビニから出たものは一時的にお腹が空けを喰い止めるだけと思う 

https://plus.google.com/+YuuichiAkimotoakimotobass/posts/TiUbnGjNNHt 

20 腸の空けを急がせ、胃の悪心、嘔吐および不快な十分を取り除く Prokinetic のエージェント。 例は metoclopramide および 

domperidone が含まれています。 

http://www.news-medical.net/health/Vomiting-Treatment-(Japanese).aspx 

21 久々に修羅場った。ドラクエまさか行列できるとは思わんかったし、ONE PIECE67受けの空けが終わってないし、クレームくる

し、誤差あるし。 

https://twitter.com/luvpiyo/status/230715925870039040 

22 W4 の空けがギリギリだとか、proc 待ちな部分が有るとか… まだまだ、安定してクリアしていく為には、改善の余地は有りま
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すが、先ずはクリアおめでとう♪です♪ 

http://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/character/4634430/blog/622667/ 

23 あとは、２週間の空けを置いてからの直前対策を残すのみとなります。 

http://blogs.yahoo.co.jp/monkithic_v/21228928.html 

24 悪い点  

ところどころ文章のミスや、段落の空けがおかしいところ、などが見られました。 

http://novelcom.syosetu.com/impression/list/ncode/312549/ 

25 さりげなく言った この街で心の空けを埋めたいんだって 

大都会目指し走り出し 帰りたい故郷を思い出し 

http://mojim.com/twy115557x2x3.htm 

26 来週１週間の空けがあり、２月２２日から後期が始まります！ 

http://blog.livedoor.jp/ohta5/archives/2006-02-09.html 

27 もしかしたら初の世界対戦出来るかもしれません！？ 

17日ぐらいに部活の空けがあるんで。 

後は親との交渉だなぁ～ 

http://mb2.jp/_gms/7206_701.html 

28 ロッキーホラーショウすごい楽しみだね！  

２週間ほどの空けがつらい･･･ 

http://read2ch.net/tv2/1285214991/ 

29 どこぞの空けが言いきる前に、私は相手の懐深く飛び込み、全力で薙いだ。 ……それを合図に、竜は牙と爪で血飛沫を上げ

ながら人海の中を突き進んでいく。 

http://www.tinami.com/view/187645 
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3．「温まり」に関する用例 

番号 用例 

1 さすが温泉効果で、温まりが違う。 時間が経っても足先までポカポカしてます。 

https://maquia.hpplus.jp/blog/account/tamaneko_maquia/body/NYNCmCU 

2 気温は同じなのに温まりが早いのはなぜか？ 誰でも体験されていると思いますが、今朝の外の気温は車についている温度計

では１度Ｃでした。 １月の１度Ｃに比べると、車の温まり方、室内では、暖房した時の温まり方が早いです。 

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7949491.html 

3 日産ディアリスのヒーターの温まりがすごく遅く、アイドリング 20分でも室内はさほど暖まりません。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12139087597 

4 エアコンの温まりが弱い場合ね考えられる理由は何かありますか 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13119010343 

5 ぬるいが温まりのいい湯。それほど温度が高くないのですが、不思議と温まりがいいのは長時間入れるので芯まで温まること

と、成分が濃いので浸透圧か何かの関係もあるのでしょうね。 

https://onsen.nifty.com/wakayama-onsen/onsen003495/kuchikomi/0000122008/ 

6 雪の日に温まりが弱い、風が弱い 

http://www.fujitsu-general.com/jp/support/faq/as/0101/index.html 

7 タイヤの選び方 その 3「冬でも走るライダー編」 要点 1 なんと言っても温まりが早いこと。  

http://motofreak.jp/blog/?p=254 

8 ホットストーン講座を通して「体の温まりがとても大切だとあらためて思いました。」 

http://ameblo.jp/allonger/entry-12178831154.html 

9 〝黄土よもぎ蒸し〟遠赤外線の温まりが違います！！ 

http://ameblo.jp/nijikumo-1201/entry-12102249325.html 

10 タイヤの温まりが悪いことが、今われわれの抱えている最大の問題です。それをクルマのセッティング変更によって、解決に

つなげる方法をいろいろと試しました。 

http://www.honda.co.jp/F1/spcontents2006/snrd/vol92/ 

11 体の温まりがちがう。 

http://shiawasenoyu.co.jp/koe.html 

12 温まりが綺麗の秘密 

http://satomi3523.hamazo.tv/e6359045.html 

13 『この前インディバしてもらったとき 3 日くらい温まりが続きました〜！』とお客様から嬉しいコメントをいただきました

(^^) http://www.sayusalon.com/b-indiba/767/ 

14 温まりが遅い 

おしぼりの本数を多く入れすぎていませんか？ 

一度に入れる量を減らせば温まりは早くなります。 

http://www.taiji.co.jp/products/faq.html 

15 眠りについてはわかりませんが、凄く体が温まり芯からの温まりが一日中持続してホットヨガに行くと、尋常ではない汗をか

いて老廃物がどんどん出ていっていると思う。 

http://shop.sekaibunka.com/shop/pages/jyutansan_lp.aspx 

16 靴の中敷に貼るカイロよりも足の温まりが早いですよ。 

http://tierin.net/health/4452/ 

17 身体の温まりが早く気持ちが良い銭湯 

http://www.tamuraworld.com/example/industry03.html 

18 この予選タイヤはレースタイヤに比べ温まりが早くグリップも強力で、劇的なタイムの短縮が期待できるが、ライフは極めて

短い。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF%E4%B8%96%E7%95%8C%

E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9 

19 乾電池式のホットアイラッシュカーラーを使っているけど、温まりが悪い… 

http://www.thanko.co.jp/shopdetail/000000000667/ 

20 だ か ら 、 タ イ ヤ を 温 め る に は タ イ ヤ を 動 か し て あ げ れ ば い い の だ が 、 ゆ っ く り 走 行 し て い る だ け で

は タ イ ヤ は 少 し し か 動 い て く れ な い ＝ タ イ ヤ の 温 ま り が 遅 い 。  

http://ridersnavi.com/special/circuitstation2007/motegi-racing03.html 

21 今お使いになっている古い電気こんろ（渦巻状のシーズヒーター、プレートヒーターなど）が錆びていたり、 

温まりが遅かったり、すぐブレーカーが落ちたりしていませんか？ 

http://www.sanka-kogyo.co.jp/renewal.html 

22 体の温まりが違ってきました。 ７日目を過ぎた頃から、寝つきが良くなり翌日の朝の目覚めが快適になりました。老廃物の出

も良くなってきて生理痛が緩和されました！ 

http://nadeshicobijin.com/voice.html 

23 姫川より湧き出でる温泉は、保温力に優れ温まりがよいといわれています。 

http://www.hotel-hakuba.com/spa.html 

24 電極の間で伝達をするため、温まりが早く、部分痩せに効果的です。対極板不要、プローブだけで済むので、施術時のお客様

の姿勢が自由で施術が簡単かつ時間短縮。しかも安全です。 

http://aristrendy.co.jp/hyperknife/ 

25 温まりが遅いタイヤだったので、予選に向けて皮むきをして備えました。 
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http://www.as-web.jp/supergt/37691/2 

26 上位 14台による Q2進出はならなかった。黒澤選手は「タイヤの温まりが遅く、タイムを出せなかった。 

https://www.google.co.jp/ 

27 出産や急激なダイエットからくるたるみが気になる方。 

温まりが早く部分痩せに効果的なハイパーナイフで効果的にケア。 

http://www.lino.tokyo.jp/MENU.html 

28 プリウスの方は、モコより温まりはいいのですが、暖まるまでの間は 

ガソリン車より燃費が悪いです。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000287209/SortID=15497507/ 

29 また塩や入浴剤を使用すると温まりが強まるだけでなく、皮膚の表面に薄い膜を作ってくれるので熱が外

に出ていきにくい状態を作ることができます。  

http://on-dan.d-nagaya.com/?eid=32 

30 第 5 戦と第 6 戦を見比べると、第 5 戦での我々のタイヤは温まりがよいように映ったのかもしれませんが、我々としてはその

ようには考えていません。 

http://paddock-gate.com/1728/ 

31 ハイパーナイフとは、多くの痩身機器に採用されるラジオ波よりも高い、1MHzの周波数の為、温まりが早く、気になる脂肪を

ピンポイントでスピーディーに分解出来ます。 

http://ricess.jp/hyper%E2%80%90knife 

32 長年使用しているスチーマーやヒートマット。 最近蒸気の出が悪い・水漏れしてる・温まりが悪い、使っていたら突然エラー

なんてことありませんか？ 

http://www.select-inc.jp/maintenance.php 

33 施術は気持ちよかったのですが  

やはり、体の温まりが悪いです。  

http://alma-yoga.net/10098.aspx 

34 【ぽっこりお腹解消】結果出しに絶対の自信★『ハイパーナイフ』は高周波で温まりが早く、深部にまで熱を届けるので、血

流促進や冷え・むくみ改善など嬉しい効果が盛り沢山◎ 

http://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000314166/ 

35 これこそが根本的なマットの性能だと思います。発熱線（ヒーター）の密度が高いほうが、ムラなく質の高

い温まりが実現できるものと思います。  

http://www.greenpopuri.jp/hp/pokapoka/poka-l.html 

36 「バイポーラ方式」は電極から高周波を皮膚に流すタイプで、電極の間で伝達するため、温まりが早く、部位痩せに効果的で

す。 

http://wamu-gr.co.jp/blog/topic-hyperknife/ 

37 重油ボイラーに比べると若干温まりが弱いですが、エアコンと併用しており、また温まり過ぎも不快であることから、暖房感

としてはじゅうぶん満足してます。 

https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/econucool/recommend/friends/18.html  

38 追加料金（5,400円）で、ナール超音波、低周波を付け加えることによって、発汗作用や、身体の温まりはさらに高まり、冷え

の改善や痩身効果がアップします。 

http://www.elan-co.jp/treatment/ 

39 手持ちのホットアイラッシュカーラーが乾電池タイプで「乾電池が交換が面倒」、「もっとコンパクトなタイプが欲しい」、

「温まりが遅い」などと感じている人におすすめだ。 

http://news.livedoor.com/article/detail/11488164/ 

40 効率が低下すると、冷え・温まりが悪くなったり、水漏れを起こしたり、場合に依ってはいきなり止 

まってしまったりするほか、電気代も嵩んで来ます。 

http://www.anpura.com/air_conditioning.html 

41 

 

その為、温まりが早く、セルライトも同時につぶして行くので、短時間で部分痩せに効果的です。 

http://leaves.co.jp/slimming.html 

42 部屋の冷え(または温まり)が悪くなる エアコンを付けているのに、以前よりも冷えが悪くなった…あるいは、温まりが悪くな

ったと感じていませんか？ 

 https://www.ihin-fundex.com/air-conditioner-replacement 

43  保温力に優れ、ご利用いただいた方から温まりがよいとご好評を頂いております。 

http://www.hakuba-highland.net/hotspring/ 

44 ・借りたところが古いタイプの電気コンロで、しっかりした料理はしないにしてもお湯を沸かしたり、卵を焼くなどの簡単な

調理をするのも温まりが悪くストレスになったことがありました。 

http://hack.702622.com/174 

45 今までのお風呂と比べて、温まりが違うのがすごくよくわかります。以前の温度より 2〜3度低くして温まっても身体の芯まで

ポカポカです。 

http://microbubble-shimane.com/ 

46 夏場の 8耐、路面温度が 50度超の状態でもタイヤの温まりが悪いと言われていた時があったそうである。 

http://www.racingheroes.jp/heroes/2014suzuka8h_yoshimura02 

47 。笹濁りのお湯はぬるめですが、浴後も温まりが持続します。 

http://www13.plala.or.jp/otomari-nagaiya/kanko.html 
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48 アトピーは体が温まるとかゆみなどを引き起こします。なので、寝る前の体の温まりがアトピーの痒みという炎症を起こして

しまっているんですね。 

http://redhillshow.org/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%BC%E3%81%8C%E7%97%92%E3%81%8F%E3%81%A6%E7%9C%A0%E3%82%8

C%E3%81%AA%E3%81%84%E7%A7%81%E3%81%8C%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E7%B0%A1%E5%8D%98/ 

49 ① 気分を高める事（タンニングに集中する事） 

アドレナリンが出て体の温まりが早くなりタンニング効果がアップします。 

携帯電話を持って入る方がいますが目を痛めますし良くはありません。 

http://lafiene-hiyake.com/sp/freepage_10_1.html 

50 事実に 39℃の酸素美泡湯に入浴した ほうが 41℃の普通入浴よりも入浴後の温まりが持続することが解っており ます。 

http://www.daikou-jp.com/150710.pdf 

51 冷えや温まりがよくなる為、電気代の節約にもなります。 

http://aircon-nandemo.com/airconditioning/ 

52 食塩泉 しょっぱくて、温まりがいいのが特徴です。塩分濃度は様々で濃度によって柔らかな湯からヘビーな湯までいろいろで

す。 

http://www2b.biglobe.ne.jp/kondo/onsen/html/sensitu.htm 

53 その為ヘッドを当てている部分の温まりが早く、部分痩身に非常に効果的です。ラジオ波などの高周波マシンのように電極板

を使わないので、自由に体勢を変えることができ、電極が皮膚に密着しやすいため安全で危険性がありません。 

http://www.bighandshoko.com/-e3-83-8f-e3-82-a4-e3-83-91-e3-83-bc-e3-83-8a-e3-8.html 

54 優秀なコテであれば数十秒で目的の温度まで到達するのもあるので、温まりの速度も選ぶポイントになります。 

http://matakuhair.net/519/ 

55 当然、予選専用タイヤではなく、レギュレーションで決勝用にチョイスしたものと同じタイヤで走らなければなりませんので、

「スーパーラップ」システムが導入されてからは、“タイヤの温まり”ということも重要なポイントとなってきました。 温ま

りが遅いと、アタックラップに本来のグリップが発揮できないからです。 

http://www.billion-inc.co.jp/lecture/no33.html 

56 「こんなに涼しいとミディアムタイヤは厳しいかもしれない。ワーキングレンジ（作動温度領域）が高くて温まり

が悪いですからね。涼しいくらいならいっそ、雨でも降ってくれた方がいいくらいです……」 

https://sportiva.shueisha.co.jp/clm/motorsports/motorsports/2013/09/24/f1_43/ 

57 温まりが遅いタイヤだったので、皮むきをして予選に備えた。 

https://www.sunoco.co.jp/motor/super_gt/396/400 

58 ペースとしては一ヶ月半に一回程度。  基本的には凝り固まった体をほぐしてもらうということで。体は楽になるし、最初の

ころはかなりの冷え性だったのが、多少は温まりが持続するようになりました。 

http://tayutau.co/voice/ 

59 しかし２周目の２コーナーで他社のドライバーに抜かれドロップ。 予選から最初の温まりがいいのは知っていたので特に驚く

こともなくついていきました。 ５コーナーで前がミスをしてトップに。 

http://www.farina-r.com/contents/2016/0618-19.html 

60 いきなりインディバをかけるよりも、末端の温まりが早くなる 身体に溜まった毒素を足裏から排出 アロマの香りでリラック

ス&リフレッシュ（選ぶ精油によります） 

 http://felicheri.com/refresh-the-mind-and-body-with-aromas 

61 

 

ガス温水床暖房なので温まりが早く、足元から部屋全体がとても温かく冬期間でも快適に過ごせます。 

http://www.shonaigas.co.jp/jirei/index.html 

62 ちょっと温めの長湯向きなので、浴後は適度にほかほか温まりが持続する。 

http://www.asahi-net.or.jp/~ue3t-cb/bbs/special/yamasemi_oitama/yamasemi_oitama_4.htm 

63 最新痩身機器高周波美容機器【ハイパーナイフ】は一般的なラジオ波よりも高い周波数のため、温まりが早く、体感良く施術

受けることができます。 

http://www.aroma-flower.net/concept.html 

64 フロントタイヤの温まりが悪かったため、3周ウォームアップしてからアタックする予定でした。 

http://www.tsukakoshikoudai.net/race2016/gt02.html 

65 ハイパーナイフは、電極間の最短距離を流れようとする電気の特徴を利用し、発熱します。直接電極が皮膚に密着するため、

温まりが早く、体を芯から短時間であたため、冷えを防ぎ老廃物を流し代謝をアップすることにより、病気予防、免疫力アッ

プで健康なからだを目指します。 http://aroma-choeur.com/menu/ 

66 ミストサウナ浴なら全身浴に比べて、手足の温まりが持続します。 

http://www.nagano-toshi-gas.co.jp/products/pd_b03.php 

67 履いてみてまず思ったのが、純正タイヤより温まりが早い事、温まった後の熱の持ち、高温状態の持続性は全く別物で、常に

ベストの状態を保ってくれます。 

http://www.webike.net/commu/impre/articleShouhinList/21429005/&sort=old 

68 対流式とは対流を利用して空気を暖める方式です。 

温まりが早いこの方式は非常に好まれるこのが多いのですが、空気を汚したりホコリを舞い上げたり、また直接体に温風があ

たるため、不快感を与えるデメリットもあります。 

https://jooy.jp/15717 

69 ラジオ波の機能をサポートする成分が加わり、RFボーテ フェイス EXやプラチナホワイト RFとお使いいただくことで、肌の

深く*まで、心地よい温まりをより一層感じられます。 

http://crimesoftheheartpatbenatartribute.com/category3/ 

70 保温効果の高いミストサウナでは、20分経過しても手足の先まで温まりが持続しています。 
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https://www.hokurikugas.co.jp/personal/product/bathroom/sauna.html 

71 非常に浸透性が高いことから身体の温まりが早く、保温効果が長く持続する特長があります。 

http://www.it-service.co.jp/cgi-local/multi_view.cgi?TNO=8795&right_menu=02&menw_flg=1&GROUP=00000 

72 ポイント 2：温まりの速さ 忙しい朝、ホットビューラーは早く温まって欲しいものですよね。1,000 円以下の安いホットビュ

ーラーをたまに見かけますが、温まりが遅いです。もう 1,000円プラスして、せめて 2,000円台のものを選びましょう。 

 https://liru.jp/95912 

73 これにより温まりが長持ちしました。 

https://nanapi.com/ja/68902 

74 日本では珍しい天然炭酸塩泉で、入浴後はしばらく経っても身体の温まりが続くのを実感できる温泉です。 

http://www.all-iwami.com/modules/guide/index.php?action=SpotView&spot_id=18#.V-CYqSGLTIU 

75 水溶性でお肌にも浸透しやすくとても温まり、又温まりが入浴後も持続します。 

http://www.sapporo-cci.or.jp/north-brand/food/detail.php?pid=998719468132 

76 だけど、いつからかレンジの温まりが悪くなって、U41のエラーが頻繁にでるようになり、最後は全くレンジで温まらなくなっ

て、H98というエラーで全く動かなくなった。 

http://blog.hycko.net/4772.php 

77 ところが、私もタイヤの温まりが思った以上に悪く、挙動を乱してしまいコースオフ、グラベルストップしてしまい、セッシ

ョン中断となってしまいました。 

http://mcrt.jp/2015/09/20/post-120/ 

78 冷媒ガス不足による原因 ・エアコンの冷媒ガスが適量に入っていないと、機械自体の熱交換率が悪くなってしまうため、冷え・

温まりが悪くなります。冷媒ガスを補充すれば、改善します。 

 http://www.eakon-kks.jp/flow_gallery/gallery_list-496-2147-1.html 

79 ・見た目の迫力 

・タイヤの剛性感 

・タイヤの温まりが早い 

http://www.bikesha.com/defaultService.asp?aIdx=351 

80 しかし、市販車ではいざというとき、リヤタイヤから滑り出すようなセッティングは御法度。ただでさえ、フロントタイヤよ

り負荷の小さいリヤタイヤは温まりが悪いので、雨天や冬期、下り坂のことを考えれば、回頭性優先で、リヤタイヤの性能を

落とすことは考えづらい。 

https://www.webcartop.jp/2016/08/48595 

81 祖父母から電子レンジが不調だと相談を受けたので、現物をみたところ、作動中の庫内が暗く、温まりが悪いように感じまし

た。 

http://okwave.jp/qa/q4595051.html 

82 ピステは薄くて軽い防寒用のウェア、というだけではありません。 

そもそもがスポーツ向けのウェアであるため、内側は体温を外に逃がさず温まりが早いのに、蒸気は放出しやすいため湿気が

こもりません。 

https://chouseisan.com/l/post-103035/ 

83 タイヤ形状、コンパウンド、グルーブデザインなどすべてを一新し、よりハイグリップで温まりが早く、扱いやすいタイヤに

なっています。 

http://www.metzeler.com/site/jp/products/tyres-catalogue/Racetec-RR.html 

84 薪で沸かすタイプのようです。温まりがいいので期待できます。 

https://onsen.nifty.com/koube-onsen/onsen010098/kuchikomi/ 

85 熱伝導に優れたセラフィットは、揚げものにも最適。油の温まりが早いので待ち時間が少なくて済み、具材を入れて下がった

温度もすぐに適温まで上昇します。 http://www.shopjapan.co.jp/tips/recipes/fried/kakiage.jsp 

86 薪を割る作業は薪ストーブ愛用者が行っており、材の特徴を考えながら火持ちが良く、温まりが良い状態に割るこだわりを持

っております。 

http://www.tsuchiyakensetsu.net/wood_stove/firewood.php 

87 電気代の節約 ②熱効率が上がり、冷えまたは温まりがよくなる 

 http://www.sanbg.com/base/kurashiki/ 

88 身体への温まりが弱かったり、不快なにおいの浴槽に入っても身体が健康になるとは思えません。 

 http://www.kouso-oshika.com/ 

89 やはりタイヤの温まりで、彼らもある程度は苦しんでいるのでしょう。 

http://www.honda.co.jp/F1/spcontents2006/snrd/vol93/ 

90 金属板で温まりを調べよう。１カ所だけを温めてみると、どのように温まるかが分かるんだね。 

http://www.ymg-es.yamaguchi-u.ac.jp/03-02kyouka/04rika/JUGYOU/YOSHIDA/aga.pdf 

91 体が温まるとどうしても汗が出て体の表面から放熱しようとします。手足の末端を少し冷やすと、皮膚表面のほてりや発汗を

抑え、芯の温まりを保つことが期待できます。 

http://www.cocokarafine.co.jp/healthcare/value/howto/2013/12111077.html 

92 そして過ぎ去った青春の夢は今幾何の温まりを霜夜の石の床にかすであろうか。 彼はたぶん志を立てた事もあろう。 

http://dictionary.goo.ne.jp/jn/169235/example/m0u/ 

93 そういう意味では今回のやりとりはお任せして安心して購入できました。 

また、腕章にも心の温まりを感じました。 

http://www.enuesu.co.jp/blog/okyakusama/%E8%85%95%E7%AB%A0%E3%81%AB%E3%82%82%E5%BF%83%E3%81%AE%E6%B8%A9%E3%81%BE

%E3%82%8A%E3%82%92%E6%84%9F%E3%81%98%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%EF%BC%81 
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94 体の末端にまで血液や栄養が行きわたり、半身浴だと体が冷えてしまうという人も早く温まりを実感できます。 

http://www.sawai.co.jp/kenko-suishinka/grandma/201601.html 

95 「実験方法」は…実験台の城島が世界各地の名物鍋を食べる。そのかたわらでは、毛細血管が集中する脇の下から出る汗を「発

汗計」で測定し、瞬間的な温まりを見る。 

http://www.ntv.co.jp/dash/tetsuwan_new/past/2000/0116.html 

96 2016年開幕にニュータイヤを投入してきたのは、ブリヂストンだけだった。よりタイヤの内部構造を硬くしたバージョンアッ

プによって、タイヤの温まりを改善しているという。 

http://oktp.jp/ktunesracing/report/rd1.html 

97 その摩擦でうまれる体内温熱で体内の熱を通常の３～５℃、部位によっては７℃まで上昇させることができ、体の内部から温

まりを実感することができます。 

http://www.mejiro-marks.com/marks-beauty/ 

98 心地よいハンドエステのようなローラーの動きと組み合わせるのは、角層深くまでお肌を温め、温まりを持続させるラジオ波 

(RF) です。 

https://www.ya-man.com/brand/rf-beaute/lp/tornado-rf-roller/ 

99 空気を乾燥させずに身体を温めるゆたんぽをはじめ、美容家電もセット。基礎体温計で体調管理しながら身体の温まりを実感

できます。 

http://utocods.co.jp/sc/winter.html 

100 サンマットは導電性繊維を高密度で配した発熱体を使用し、濃厚な温まりを実現するホットマットです。 

http://www.ninen-web.online/shopping/item/19927.html 

101 トリートメントを行っていきます。従来のラジオ派のようにじわじわではなく、速攻で深部が温まるをを実感していただけま

す。１０cmの脂肪を 2秒で溶解するので、温まりを感じた時には脂肪が中で燃えはじめています。 

http://charisbeaute.jp/sp/incurativer.html 

102 心地よい肩湯が半身浴の疲れにくさと全身浴の温まりを両立させ、ゆったりと入浴 を楽しむことができます。ジェットの噴流

は、腰や背中に心地よい刺激をあたえて身体をほぐします。 

http://www.lixil.co.jp/lineup/bathroom/spage/option/pdf/005_000_001.pdf 

103 F1のタイヤが温まりを特別によくしているというのもあります 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1415550719 

104 しかしアタック自体は悪くなく、マシンのバランスも良かったのですが硬めのタイヤを使っていたので温まりがとても悪く、

そこに懸念を抱いたので日曜の朝はタイヤの温まりを確認しようと思っていました。  

http://www.takashikobayashi.jp/Racereport/2016/rd4sugo.html 

105 柚子湯・しょうが湯・日本酒湯・ネギ湯で温まりを比較するというものです。 

http://allabout.co.jp/gm/gc/461648/ 

106 タイヤの温まりを考慮してか 1周目からかなりのペースで飛ばすドライバーが多数。 

http://paddock-gate.com/1650/ 

107 ミストサウナも大変好評で、美容、健康はもちろん、冬場にはからだの芯から温まりを実感していただいております。 

http://www.homme-gasone.co.jp/index.php?id=22 

108 太陽光線を反射し、屋根の温まりを防ぎます。 

そう高い塗料ではないので、金属屋根のお宅や、2階に寝室があるお宅にはおすすめしています。 

http://itp.ne.jp/ap/0462675190/lp/1/ 

109 長湯温泉の地下 1000m の炭酸ガスの反応を錠剤中で再現し、これまでにない最高レベルの温まりを提供する入浴剤を完成せる

ことができました。 

http://nagayu-hottab.jp/item.html 

110 また、シャワーベッドは、洗髪から洗体・すすぎ・温まりを 5 分で完了。湯気あたりの心配も無く、シャワーがほぼ全身を洗

うので、部分洗いで完了できます。 

http://www.paramount.co.jp/contents/1030 

111 よって対流式の薪ストーブの温まり具合はファンヒーターに近く、輻射熱のような直接的な温まりを期待できません。しかし

輻射熱が出ませんのでより壁に近づけて配置できます。 

http://www.credit.yamato8.biz/daru1/daru1-guide.htm 

112 また、施術後は身体のデトックスと温まりを意識したノンカフェインハーブティーをサービスさせて頂きます。 

http://tawa-sarang.com/concept.html 

113 ただ夏でも身体の温まりを感じ、かと言って嫌な感覚でもありませんでした。 

http://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000216352/review/ 

114 ラジオ波をサポートしてくれ温まりをより実感させ効果を按配にもするのがこの「オンリーミネラルエクストラセラム」です。 

http://crimesoftheheartpatbenatartribute.com/category3/ 

115 「空気が温まり」という意見が出たのは、恐らく前の単元で空気の温まりを学習したからだと考えられます。 

http://meganenokagayaki.hatenablog.com/entry/2014/10/07/232245 

116 近年、島の音楽シーンがベクトルの模索と少しずつ温まりをみせる中、トラディショナルなものとはまた別に島ンチュに心地

いいリアルな島サウンドを届けてくれる「海畑」。 

http://www.donet.ne.jp/cd/inoo.html 

117 玉と数えられた材料の、削りだした木片で焚いたお風呂は、なぜか石炭で焚いた風呂に比べて何ともお湯が柔らかく、優しい

温まりを与えてくれるものでした。 

http://www.unnohouse.co.jp/13outline/history.html 

118 今まで床を温めるのは床暖房しかありませんでしたが、このシステムを使えば新鮮空気の換気の気持ちよさと床の温まりを感
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じることが可能です。 

http://mira-w.com/cycle/index.html 

119 数少ない愛知県産の乾燥金時生姜に、温まりをよくするために少し甘草末を加えました、こだわりの金時生姜末です。 

http://www.ioudou.co.jp/kan/archives/2006/11/post_28.html 

120 温泉に入っているような温まりを、感じることができます。 

http://www.aroma-judy.com/salon/hot.html 

121 ぬるいお湯ですので体への負担を気にすることなくじっくりと浸かっていられますし、硫黄による血管拡張効果のため、長湯

すれば 40℃未満のお湯とは思えないほどのしっかりとした温まりを実感できます。 

http://komanoyu.net/aboutonsen.html 

122 寒くなると余計に温まりを感じますね♪ 素敵なレシピです。 

http://cookpad.com/recipe/1495239/tsukurepos 

123 半身浴のデメリットである「温まりを感じるまでに時間が掛かる」ことから、休日はいいけど翌日仕事があ

る日はちょっと…思うこともあります。  

http://on-dan.d-nagaya.com/?eid=28 

124 また、冷えた水より常温の水を飲んでおくことで身体の温まりをキープしやすくなります。 

http://vei-style.com/germa.html 

125 シャワー温度を４３度に設定し、高いところから浴槽に３分間注ぐ、浴槽全体が温まり３～５分で十分な体の温まりを感じる

ことができる 

http://donalsonvillecountryclub.com/?p=42 

126 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度

のバラツキを少なくしました。 

https://www.monotaro.com/p/4531/9924/ 

127 高周波と同レベルの周波エネルギーで皮下の奥深く、細胞にしっかりと働きかけることで、細胞同士が摩擦熱を生み、熱が発

生し、深部から温まりを感じてきます。 

http://www.monyama.jp/indibatoha.html 

128 背面に人口竹垣を設置すればより草花・石・樹木を、そも空間は一気に温まりを感じられます。 

http://takekura-takegaki.com/mini.html 

129 回路を開いてもらっているときすごい身体の温まりを感じ、流れているなぁと実感できました。 

http://ameblo.jp/angel-crystal-fairy/entry-12171513106.html 

130 高齢者のカサカサ肌を効果的に保湿し、温まりを促進します。 

http://www.wpeace.jp/index.php?option=com_ssrms&view=facility&task=detail&id=133&html=feature 

131 肩こりや首こりにお悩みの方、冷えが気になる方にオススメです。 カラダのほぐれ・温まりを感じてください。 

http://www.e-muchtoyama.com/detail/photo_1187.html 

132 K様は仕事柄足が冷えやすいので、ホットストーンで少しでも足の軽さと温まりを感じて頂けるとうれしいです 

http://real-casita.com/voice/page/2/ 

133 そして寒い時期にお勧めする植物に、みかん湯があります。みかん湯は入浴後の体の温まりを持続する効果があります。 

http://www.vinice.jp/n-seminar/bathtime/bathtime-step1.html 

134 癒しで終わらない整体と、身体の深部からの温まりを是非ご体感下さい。 

http://shunan.mypl.net/jimobana/2015/10/16/seitai/ 

135 温泉場などに観光に行った際に、タオルや着替えなどを持って行っていないときや、着替えるのが少々面倒な場合などに、手

軽に楽しめる足湯につかることで全身温泉につかった時と同じくらいの温まりを感じることもできます。 

http://xn--d8wx08d.biz/entry2.html 

136 トルネード EMSローラーは、EMS、ラジオ波使用の際に使用できるボディ用ゲルとラジオ波の温まりをサポートするフェイス用

のセラムが付いてきます！ 

http://xn--dekh9bb9924b3jl0iu7y7b.com/mame/roller-price-ranking/ 

137 この福音が私たちの周りに、そして遠方にまで届き、共に主を讃美できる日を待ち望もうではありませんか。そのとき「太陽

の熱や温まりを受ける」ように神の恵みが多くの人々に行き渡るでしょう。 http://www.ginza-church.com/bell/toba.html 

138 化粧水を付けた後、ラピエル美容液を適量とり、手のひら全体に伸ばし、人肌程度の温まりを与えます。 

 http://xn--

icktesck9432czch087f.xyz/2016/04/19/%E3%83%89%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%86%E3%81%AB%E3%83%A9%E3%

83%94%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%8B%E8%AA%B

F%E3%81%B9/ 

139 D-Nox お墨付きのプレイでフロアのテンションを徐々に上げていく。フロアが温まりを見せたところで、２番手の Beckers へ

バトンタッチ。 

http://www.higher-frequency.com/j_party_report/may09/04radix/index.htm 

140 補腎の働きがあるレオピンロイヤルや霊鹿参を上手に使うことで体の温まりを取り戻しましょう。 

http://showaph.web.fc2.com/ 

141 今までタイルの壁床だったので、冬がとても寒くて温まるまでかなり大変だったそうです。 

そこでＵＢを床暖付きにして全体的な温まりを実現。 

https://limia.jp/idea/29406/ 

142 それでも頑張って入っていると、とてつもなく深いところからの温まりを感じた。 

http://hot-spring.tokyo/kuchikomi/ikoinoyu/ 

143 より深いリラックスと身体の軽さ、温まりを実感していただけるはずです！ 
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http://www.mammys.co.jp/news/ 

144 また、コードは絡みにくいよう、360度回転し、ストレートはもちろんカールも作れるプレート形状になっています。温まりを

知らせするお知らせライト付きです。 

http://www.matsukiyo.co.jp/store/online/%E5%8C%96%E7%B2%A7%E5%93%81/%E7%90%86%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E5%99%A8%E5%85%B

7/%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%AF/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AB%

E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC/Piao-%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%A

F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88-HB-8773/p/4971275087736 

145 今回、パナソニック株式会社エコソリューションズ社では、酸素を飽和濃度以上に溶かし込み、マイクロバブルを多く含んだ

お湯に入浴する酸素微細気泡入浴と、通常のお湯に入浴する普通入浴の比較実験を行うことにより、酸素微細気泡入浴は普通

浴に比べて 2℃低い湯温でも同程度の温まりを得ることができることと、交感神経を刺激せずに温浴効果が期待できることが

検証できました。 

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000240.000003442.html 

146 上記日程以外もお２組より対応できる場合があります。ＨＰお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。 

おうたを唄いながら、親子のふれあいタイム。温かなヨガの温まりをお子様へ 

http://www.babysigns.jp/author/new0512sanae/ 

147 慢性的な冷え性の方は最初は温まりを実感しにくいかもしれませんが、１０分、１５分と時間が経つにつれ足先だけでなく身

体の奥からぽかぽかと暖かくなるのがとても心地よいので是非お試しください。 

http://relaxation-nine.jp/blog/footbath01 

148 長湯温泉の地下 1000m の炭酸ガスの反応を錠剤中で再現し、これまでにない最高レベルの温まりを提供する入浴剤を完成させ

ることがで きました。 

http://tansan-tablet.com/lineup/ 

149 最終日前に床暖房の温まりをお客様に体感して頂くため熱源機取付を工事途中に施工させて頂いております。 

http://www.biz-mhpsys.jp/808716649 

150 美智子様と「足元気をつけてくださいね。」と優しく声をおかけになる天皇陛下に、心の温まりを感じました。 

http://www.loopp.com/01/lifestyle/features/090714_emperor.php 

151 筋力低下や重力により下がった腸をしっかり上げていきます、温まりを実感していただけるのはもちろんですが、ポッコリお

腹もスッキリ💛老廃物の排出も自然にできるように促します。 

http://www.rei-3.com/menu.html 

152 年末年始の家族団らんの機会に全国各地の温泉地巡り気分を味わえるアソートパックを発売し、和やかな会話と心身の温まり

を応援いたします 

https://www.bathclin.co.jp/news/2012/1130_1229/ 

153 すると、夏場にオンにした時と全く同様、 

あっという間に温まりを感じる事が出来ました。 

http://fanblogs.jp/kzkbt/archive/1162/0 

154 また、同じ樫を焚いていて大きな炎が上がっているにもかかわらず、温まりを鈍く感じる日がありました。 

間違えて未乾燥薪(来シーズン用)の棚から取って来た薪をくべてたんですね。 

http://www.mirai-kohboh.co.jp/blog/HouseBlog004/2015/12/post-14.html 

155 いわゆる、温泉に使った様な感覚です。 

なので、すぐに体の温まりを実感できます。 

お風呂に上がっても、しばらく汗が止まらずに、ポカポカが続くのです。 

http://edas.biz/osusume.html 

156 店内は木の温まりを感じる空間になっていて、ゆっくりできました～ 

他にも「ギャラリー」 と「レンタルスペース」があります。 

とても素敵な温かい空間。  

http://haiji.hamazo.tv/d2016-09-18.html 

157 代謝が上がったのか体の温まりを内側から感じられた。 

http://www.ayualam.jp/campaign/campaign08.html 

158 絡まりにくい、３６０°回転コード 

温まりを知らせるお知らせライト付き 

http://marukawa-elec.com/online_shop/info_item_12035.html 

159 すぐに入浴、飲用水にと試しました。家族皆が、体が温まりを実感しました。 

http://review.rakuten.co.jp/item/1/278423_10000000/1.0/ 

160 そんな天然温泉は、今まで紹介した中でも一、二の早さで身体の温まりを感じました。 

http://hotweb.tokyo-np.co.jp/sento/201509.html 

161 大きなガラス張りの明るい浴室に、茶色のお湯が湯量豊富に掛け流し。 温まりを越えて茹だってました。 

https://onsen.nifty.com/sagae-onsen/onsen000685/kuchikomi/ 

162 冬は、特に温まりを実感して、もう手放せない我が家です。 

http://www.tealife.co.jp/products/detail_40224.html 

163 木の温まりを感じる店内です 

http://job.inshokuten.com/kanto/work/detail/4209 

164 

 

上からの風が暖めた空気を循環させて温まりを早めているのです。 

今やエアコンは夏場だけでなく、1年中文字通りエアーコンディショナーとして活躍しています。 

http://www.ncs526.com/cgi-bin/ncs526/siteup.cgi?category=2&page=4 
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165 先日は、ご来店頂きまして誠にありがとうございました。 初回はボディとフェイシャルを受けて頂き全体的にスッキリされま

したね！  早速、インディバをスタートされ、短時間での温まりを感じて頂けたようで、とても嬉しいです。 

http://yju.jp/voice 

166 そして、電子レンジで加熱する際には時間を短めにして温まりを確認しながら加熱していくというようにしましょう。 

http://yakudachisan.xyz/dennsirennji-misosiru-atatame-1101 

167 

 

ただ、エアコンとかと比べると瞬間的に温度を上げるわけではないのでパワーを感じません。徐々にあったまっていくので、

特に部屋の中にいると温まりを感じにくいです。 

http://jingisukamera.com/2017/01/11/oilheater-purchase/ 

168 施術後は、滞っていた血液、リンパの流れが光温熱とラジオ波により  改善され、温まりを実感できます。 

http://crystalsalon.net/menu/radiowave/ 

169 飲むことで、すぐに体の温まりを感じることができるので、これから頑張ろうというタイミングで摂取しても良いでしょう。 

http://yieredu.com/ninnki/chou17.html 

170 癒しで終わらない整体と、身体の深部からの温まりを是非ご体感下さい。 

http://shunan.mypl.net/jimobana/2015/10/16/seitai/ 

171 心の温まりを感じられる、本当に素敵な物語です。 

http://mangaen.blog30.fc2.com/blog-entry-388.html?sp 

172 階段を静かに上りバードアをスッと押すと  スティービー・ワンダーの曲が心地よく響いており   

まだ開店時間から間もないというのにもう何時間も前からお店を開けていたような   

「場の温まり」を感じるお店である。 

http://www.h3.dion.ne.jp/~bar_com/compass/RB.HTM 

173 温まりを知らせするお知らせライト付きです。○プレート幅 85ミリ○カラー:ホワイト 

http://www.matsukiyo.co.jp/store/online/%E5%8C%96%E7%B2%A7%E5%93%81/%E7%90%86%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E5%99%A8%E5%85%B

7/%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%AF/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%AB%

E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC/Piao-%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%82%A

F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88-HB-8773/p/4971275087736 

174 バブを入れたお風呂のほうが断然体の温まりが良いので、特に冬場は欠かせません。 バブならお値段的に毎日気兼ねなく使え

るのも魅力。 

 https://maquia.hpplus.jp/blog/account/tamaneko_maquia/body/GXFJmGU 

175 お風呂に入浴するより、身体の温まりを実感。 

http://autumnhills.co.jp/72614/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AE%E5%A3%B0/ 

176 ナチュラルなその演技が映画に リアリティと嘘っぽっくない心の温まりを感じさせるのだった。 

http://jazzyoba.exblog.jp/24264554/ 

177 また、トイレや脱衣室まで、無垢材を基調に木の温まりを生かして建てられます。 

http://www.symm4.net/%E5%8F%A4%E6%B0%91%E5%AE%B6%E9%A2%A8%E3%81%AE%E5%AE%B6%E3%82%92%E7%84%A1%E5%9E%A2%E6%9D%90%

E3%81%A7%E5%BB%BA%E3%81%A6%E3%82%8B/ 

178 エプソムソルトは、体の温まりを良くする効果があり、様々な効果があります。 

http://www.healthyfan.net/entry/2017/02/09/154614 

179 座り仕事や立ち仕事、、、疲れが下の方へ降りてきて悲鳴をあげている脚におやすみの時間を♫*脚の血液が骨盤周りに戻り子宮

の温まりを感じることができます。 

https://www.garow.me/tags/%E3%83%A8%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%83%91%E3%83%94%E3%83%A8%E3%8

3%B3 

180 使ってすぐに分かるのですが、どんな感じかというと いわゆる、温泉に使った様な感覚です。 

なので、すぐに体の温まりを実感できます。 

http://edas.biz/osusume.html 

181 そんな天然温泉は、今まで紹介した中でも一、二の早さで身体の温まりを感じました。 

http://hotweb.tokyo-np.co.jp/sento/201509.html 

182 年末に負傷した腰の温熱治療にと思い、温まりを期待して購入しました。 

http://www.nissen.co.jp/sho_item/regular/1096/1096_60145.asp 

183 特に女性の朝は何かと忙しい。そんな時でもハイパワーな立ち上がりで温度が上昇してくれるので時短でササッとヘアメイク

できてしまいます。忙しい朝の時間から、アイロンの温まりを待つイライラも解消してくれます。 

https://kaumo.jp/topic/89384 

184 「固めのレインタイヤをチョイスして温まりを待ってたんですけど、水が多くなったんで(チョイスを)失敗したかなと思いま

した。 

http://supergt.net/archive/classic/supergt.net/jgtc/ex/gtc_cham/1999/cha99_1/R1inside/991ir_4.htm 

185 4人までの使用なら浴槽入浴と同等の温まりを得るのに浴槽入浴よりも少ない水量で済む。 

http://www.g-mark.org/award/describe/35330 

186 気になる部分やより効果を実感したいときは化粧水の代わりに美容液を使うのがオススメ。ラジオ波（RF）の効果をサポート

する専用の『オンリーミネラル エクストラセラム』なら肌の深く（角質層まで）心地よい温まりをより一層感じることができ

る。  

https://www.bcnretail.com/news/detail/150116_29679.html 

187 6畳の閉めきった室内で運転したら、温まりをすぐに実感できました。 

http://www.importshopaqua.com/shopdetail/000000002297/ 

188 「誰かを笑顔にしたい」この一心で日々レッスンに臨んでいますが、いつの間にか私自身にも満面の笑みが溢れ、心にホッコ
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リ温まりを感じています。ナマステ♪ 

https://www.facebook.com/yogalava/posts/872589999473721 

189 「40℃のお湯に 10分間入浴した効果を通常の『バブ』と比べた場合、『マイクロバブ』は入浴 5分後に皮膚の血流量が顕著に

増加、深部体温が効率よく上昇し、発汗量が増加するなど、1回の入浴でも温まりを十分に実感できることが確認されました。

（図 3）。 

http://www.kenbi-navi.jp/nintei/review/2/ 

190 ですが・・・ 

残念ながら、それでも体の温まりを一向に感じないという人も実は多いんです。 

http://iroiro8.net/407.html 

191 参加者の方に、自分は末端冷え性でとお話になられた方が追われましたが、 

温めても温めてもまるで熱が逃げていくように感じ、そして 

心底冷えを感じるような冷え性でも笑いヨガをやってると、 

表面だけでなく内臓の中からの温まりを感じる方が多いです。 

http://waracco.exblog.jp/ 

192 冷えが気になる方、むくみがつらい方、コリに悩んでいる方は特に施術後のお身体の温まりを実感していただけま

す。 

http://md-sourire.com/about/ 

193 正式にはフルード注入式ファンカップリングという名称で冷間時はファンをある程度空回りさしてエンジンの温まりを早くさ

せる役目とオーバークーリングの予防の意味でついております。 

http://www.blog-silverstar.info/?paged=211 

194 給食の準備ができるまで待機時間に 3年生児童から「肩もみ」のサービス があった。とっても上手で、心地よい気分と、可愛

い孫とのふれあいに心の温まりを感じた。 

http://omotokai.blog113.fc2.com/blog-entry-39.html 

195 一人一人に「ありがとう。」と言葉を交わされる皇后美智子様と「足元気をつけてくださいね。」と優しく声をおかけになる天

皇陛下に、心の温まりを感じました。 

http://www.loopp.com/01/lifestyle/features/090714_emperor.php 

196 想像以上にグリップする！ （Z1 レベルと思っていました・・・） 

温まりが早い！ 

マイルド で、運転がカンタン！ 

http://minkara.carview.co.jp/userid/496446/blog/29115098/ 

197 そしてこの溶岩浴は石の独特な成分を身体に直接摂り入れる事ができる魅力的な環境が作られており、サービス終了後は身体

の温まりを強めて、代謝の向上を促すという魅力的な環境を作る事ができ、楽しみながら実行する事ができるようになってい

ます。 

http://www.global-shot-dr.com/lavabath.html 

198 氷床の効果は主に２つあり，１つは高い アルベドを持つ氷面が太陽から受ける短波放射を大きく反射して地表面の温まりを抑

制する効果であり，もう１ つは山岳のように大気の流れを変形する効果である． 

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/20458/5/YANASE.pdf 

199 それにともない、身体の内側から温まりを感じ、凝りもほぐれていくため、立ち上がるとスーッと疲れが抜けていくのを実感

できます。 

http://www.moulin-

r.com/blog/%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E9%83%A8%E9%96%80/%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%91%

E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8/ 

200 お借りした部屋はメゾネットタイプのプール、露天風呂付き客室でした 

早めにチェックインして、プールで遊び、露天風呂で温まりを繰り返しました。 

https://tabelog.com/yamaguchi/A3501/A350101/35006756/dtlrvwlst/B127138931/?use_type=0&smp=0#37281799 

201 早速旅館の温泉に入った、薄茶色の湯である。かなり熱く身体の温まりを感ずる。 

http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/3411/iyokoumon1.html 

202 

 

上図のようにヒータ型の美顔器とトルネード RF ローラーの「温まり」を比較してますが、計測開始から３分後には差が出始

め、電源を切ったあとの持続してる温度差を見ても、ヒーター型美顔器のほうは電源切った直後にはすでに温度が下がってま

す。 

http://www.xn--

nckg3oobb6892cunfxs2bhb9b90xc.biz/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%89EMS%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3

%83%BC/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%83%89EMS%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC.html 

203 「えっ？やらないの？」みたいな会話がそこかしこから聴こえてきたんですが、気がつけばかなりの数の人がウルトラオレン

ジ(高輝度のサイリウム。以下 UO)を振っていて、コールも発生し会場の温まりを感じました。 

http://ch.nicovideo.jp/frozentuna/blomaga/ar1122444 

204 耐熱ガラスが黒く曇っていれば油送管のつまりの目安ともなります、又床暖房付きストーブの場合熱交換器のパイプのまわり

にすすが付着し床暖房不凍液の温まりをさまたげます、ホームタンクが古くストレーナー内に水が入っていいるのも注意が必

要です、この水がストーブボイラー内に配管を通じて入っていくれば、ストーブであれば定油面器内の水をきれいに取り除い

てやらなければなりません、ボイラーですとポンプ交換となり、以外と高い修理代にもなります、冬場ですとタンク内の水が

凍り油の出をふさいでしまいす。 

http://www.daiwagas.co.jp/mente.htm 

205 入浴後、皮膚表面の蛋白質や脂肪と塩分が結合し皮膚を皮膜状に覆うため、汗の蒸発を防ぎ保温効果が高い。熱の湯と呼ばれ
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温まりが良い。 

http://www2b.biglobe.ne.jp/kondo/onsen/html/igaku.htm 

206 肩こりや首こりにお悩みの方、冷えが気になる方にオススメです。 カラダのほぐれ・温まりを感じてください。 

http://www.e-muchtoyama.com/detail/photo_1187.html 

207 すると、夏場にオンにした時と全く同様、 

あっという間に温まりを感じる事が出来ました。 

http://fanblogs.jp/kzkbt/archive/1162/0 

208 

 

夕食は「たき火」を囲んで、火の温まりを感じながらホっと・・・そして夜のレクリエーションでは「キャンプファイヤー」で

「山トモ」の絆を深めます。 

http://littlemountain.biz/news/4439.html 

209 ②の温浴作用ではこのシャワーヘッドで溜めたお湯に入ると体の温まりを持続させる効果があるようです。 

http://114ariamisto.seesaa.net/ 

210 身体が温まりをとても感じて頂けます 

http://www.hikari-seitai-kobe.com/blog 

211 温まりを持続させることによって、代謝を上げ、美肌効果、お背中から疲れを取り除き、すっきりとした軽いお体に仕上げま

す。 

http://profile.ameba.jp/atsukorebran/ 

212 空間は、白壁を貴重として木の温まりを感じさせるインテリアで、床には大理石を使用しています。上品で落ち着いた空間が

心にゆとりとくれるそんな場所でした。 

http://www.clesdesign.com/blog/halekulani-hotel-2.html 

213 「心にしみる」「元気になる」などの声を入居者から集めつつ、”温まり”を残したまま大団円を迎えた。 

http://www.townnews.co.jp/0103/2012/12/20/170005.html 

214  ロスミンローヤルは、血流を良くするとの事でしたが、 飲んでしばらくすると身体の温まりを感じる事ができます。 

http://xn--y8jvc3l2ht85m841d.net/rossminroyaltamesu.html 

215  介護者に対する省力設計＝少人数で楽に介護できる。洗髪から洗体・すすぎ・温まりをたった 5分程で終了、しかも介護者が

湯気にあたることなく完了できる。 

http://www.iryou-kiki.net/info/jsb300n.html 

216 

 

クルマを左右に大きく振るウェービングをしながらタイヤに熱を入れ、前後タイヤの温まりをアタックラップに均一にピーク

が来るように調整し合わせ込むステディな走りで、いざアタックへ。 

http://www.sard.co.jp/race_r/r2012/rdsp/report.html 

217 （トレッドゴムを薄くして温まりを良くすると同時に軽量化と路面追従性を追及） 

http://2.pro.tok2.com/~rctv/cgi/bbs/cbbs.cgi?mode=one&namber=29&type=0&space=0&no=19 

218 フレーバーの温まりを早くするために火力が強めの炭や通常よりも多めの炭をお使いになることをおすすめします。 

http://www.shisha.jp/shopdetail/000000000642/ 

219 冬は冬の楽しみ方があります。福地温泉や湯元長座では温まりを冬のテーマとして取組中ですよ。 迷った時の奥飛騨福地温泉

で在りたいです。 

http://cyouza.sblo.jp/ 

220 1 回やっただけでも汗ばむような体の温まりを感じると思うので、効果がありそう！と期待感が持てるのもモチベーションを

アップさせてくれる嬉しいポイントです。  

http://meico.jp/short-time-exercises-for-slimming-belly 

221 コンビニ業界も秋口になると一斉におでんをレジ横に並べ、私たちの嗅覚と味覚、そして温まりを求めやすく営業しています。 

http://www.oden-hikaku.info/seven.html 

222 それだけでもこれからの幕開けに会場内もワクワクせざるを得ない空気の温まりを感じるほど。 

http://choco-nao.jugem.jp/?eid=248 

223 気持ちが落ち込みやすい事から、温まりを求めるでしょう。 

ですが、そのような相手に温まりを求めてはいけません。 

http://iris-iris.net/kigaku/roku.php 

224 露天風呂だと首から上が涼しいので（体の温まりをあまり感じないので）長風呂になり、水分がより減少します。 

http://biken-labo.com/health/new_bathing 

225 入念に慣らしていくはずだったが、サスペンションが良く動くおかげかタイヤの温まりをほどなく感じることが出来、無理の

ないペースアップができた。 

http://www.mr-bike.jp/?p=117730 

226 からだを温めるためにまずはお腹（内臓）からはじめていきますので、続けてご来院頂ければ徐々にからだの温まりを感じる

ことができると思われますので、ぜひお越しください。 

https://www.ekiten.jp/shop_599435/review/k_2575518/ 

227 冬の寒さに、時々寂しさを覚えることもございますが、楽しいイベントを途切れることなく続けていけるこ

とで、ほんわかした心の温まりを感じられるのがいいですよね♪ 

https://osanpo-shopping.com/information/151127-newitems/ 

228 １００％源泉の湯。飾らない快適な宿です。こだわりの源泉１００％の温泉が２４時間ＯＫ！心からの温まりを感じて下さい 

http://www.menkyoclub.com/yamagata-gassyuku.html 

229 しっかりと手でタイヤの温まりを確認してから８の字と３点パイロンで練習開始しました。 

http://pylons.blog105.fc2.com/page-1.html 

230 昨年度は、東日本大震災等の悲しい出来事もありましたが、子ども達の気持ちの込められた募金や被災地に向 けた力強いメッ
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セージ等、私にとって心の温まりを感じた一年でもありました。 

http://school.fujitayudai.com/files/1de2bb06d152236dcb2172a78f831b2f.pdf 

231 いやいや おそらくラヂエターの左上に取り付けたパソコン用ファンの風が丁度キャブに向けて当たり キャブの温まりを防い

でいると思われる 比較的熱い風のくせに。 

 http://vital.sakura.ne.jp/NISSAN%20SKYLINE%20KGC10%20HP/Recent%20Conditions%20cooler.html 

232 また、給水時間を冬期においては、８時～１５時（通常期間６時～１７時）に短縮することにより、培地内の水分を無くして、

夜間から早朝にかけての暖房による、培地の温まりを促す。 

http://www.shodoshima.jp/jigyoka/cat21/ 

233 初めての購入で、使用してみましたが、驚き！！でした。私はもともとスゴイ冷え性で、お風呂に入ってもすぐに足腰の冷え

を感じるのですが、「ENSPA」を使うと身体の温まりをスゴク感じることが出来ました。 

http://www.keep-kirei.com/disp_00021.html 

234 マッサージ後も体の温まりを実感できるので冷え性の方には特におすすめ 

※滞在時間は 3時間程度になります。 

http://meshine.jp/coupon.html 

235 そしていつか将来、習い事を通して学んだ事も社会に出た時、また子ども達が親になった時もこの、ふるさとと、人の温まり

を思い出し、自信を持って輝く人生になってもらいたいと親の願いを象徴したイベントですね。 

http://hugchiffon.jp/coverage_column/school201503/ 

236 レンジ正面引手部分に割れがございますが、 使用や動作には問題ございません。 使用感が少なく、キレイな状態で、 すぐに

ご使用になれます。 【動作】 通電うえ庫内の温まりを確認しました。 動作に問題はございません。  

https://www.rere.jp/174818/ 

237 お湯から上がった後も身体の奥がホカホカと温かく、いつもとは異なる“芯からの温まり”を実感。 

http://blog.yakumox.com/?month=200804 

238 RF クレンジング・RF モ イ ス チャー・R F EMS UP・RF LED モード使用時に RFの 温まりを感じません 

http://catalog.oxi.co.jp/showpdf.php?i=305 

239 香料も着色料も入っていない無垢Ｍｕｋｕなそのままの入浴剤ですが、だからこそ肌へのぬくもりやお風呂の後の温まりを感

じることが出来ました。 

https://cosmeadviser.com/ofcray 

240 是非【ウルトラしょうが】を試してみてください。体の芯からの温まりを実感できると思います。 

http://livingtucson.com/syouga-eiyou-3609.html 

241 シャープの商品にもセンサーは付いているものの感度においては、基本床の温度を検知して暖房の時にしっかり温まりを確認

するセンサーになります。 

http://iikaden5.seesaa.net/article/439985689.html 

242 オンリーミネラルエクストラセラムはプラチナホワイト RF と相性の良い美容液で、ラジオ波サポート成分が配合さ

れており温まりをより実感することができます。 

http://babytas.info/ 

243 食事も大変美味しかったです！冷え性の私は温泉にこだわりがあるのですがここは炭酸温泉があり体の芯まで温まりを感じま

した。 

http://www.jalan.net/yad325027/kuchikomi/2.HTML 

244 ゆるやかに体温をあげてくれるので、長い時間身体の温まりを感じられます。 

http://therefore.space/2016/04 

245 通電・温まりを確認いたしました。 

http://jmty.jp/chiba/sale-ele/g-1107/a-243-urayasu 

246  遮熱カーテンでエアコン、暖房の温まりを逃がさないようにする 

http://toresoku.jp/230.html 

247 本日、クーラントの交換をしました。 

エア抜きも終わりヒーターの温まりを確認していたところ 

フロントヒーターは暖まるのですが、 

リアヒーターがいくら温度を上げても常温で送風のみです。 

http://com.sgd4.com/bbs10000/wforum.cgi?no=12580&mode=allread 

248 メディテーションバスは定番のロングセラー商品ですが、 

私は温まりを重視してアクティブスパを愛用していますよ。 

先日、ラスベガスにも持っていきました。 

249 バンド部分はキラキラアクセントとサイドスタッズで可愛らしくも上品な表情を演出したウォームアップブーツ中のフェイク

ファー（ボア）は肌さわりも良く足の温まりを早めてくれます。 

http://grandpasdedeux.com/?pid=111836759 

250 オイルトリートメントとはまた違うリラクゼーションと、身体の温まりを体感していただけます～ 

http://charis-landmarkplaza.seesaa.net/category/18674089-2.html 

251 元気アップと共に温まりを感じていただけるはずです。 

http://294.life.coocan.jp/column.html 

252 本方は、発汗、大小便二行を通じて新陳代謝を促し、血行循環を良くする方剤です。従って、服用していくうち、自然発汗をし

てきて温まりを感ずるようになる方剤です。 

http://e-kanpo.ocnk.net/product/438 

253 長湯温泉の地下 1000m の炭酸ガスの反応を錠剤中で再現し、これまでにない最高レベルの温まりを提供する入浴剤を完成させ
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ることがで きました。 

http://tansan-tablet.com/lineup/ 

254 さらに両手を重ねて押さえながら、8 の字を描くようにマッサージすると効果的でお腹の温まりを感じ、続けていくと便秘も

解消されていきます。 

http://benpiyokusitai.net/%E3%80%90%E6%BC%A2%E6%96%B9%E3%81%A8%E4%BD%B5%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8A%B9%E6%9

E%9C%E5%80%8D%E5%A2%97%E3%80%91%E9%81%8E%E6%95%8F%E6%80%A7%E8%85%B8%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4%E3%81%AB%E5%8A%B9

/ 

255 リバーシブルのキャップを買って、お昼です。寒いので温まりを、すっぽこを食べよう。  確実なのは 寿屋さん。  あとの

店は冬期メニューなのでまだないだろう。 

http://maruiti.asablo.jp/blog/cat/suppoko/ 

256 電池入れれば即使えます。 

温まりを待つ必要なしです 

http://100yenmidorishoji.blog.fc2.com/blog-entry-13.html 

257 寺村さんはオリジナルの灰（林檎の枝・藁・籾殻等々）と 

白土を掛け合わせて、釉薬を作っていらしゃるそうです。 

何よりも、出来上がっているものに温まりを感じます。 

http://blog.livedoor.jp/geppoudayori/archives/48857092.html 

258 映像作家は、話のアタマにインパクトを置こうとするから。客席の温まりを意識するのは、舞台人の血縁のなせる業かも。 

http://senkanburian.jugem.jp/?eid=1257 

259 壁や家具を赤外線が通過し 

体感性の高い快適で自然な温まりを作ることができますね。 

http://sekigaisenheaterpane.seesaa.net/article/382289577.html 

260 ラジオ波（RF）の効果をサポートする専用の『オンリーミネラル エクストラセラム』なら肌の深く（角質層まで）心地よい温

まりをより一層感じることができる。 

http://ure.pia.co.jp/articles/-/29845 

261 身体の内側からの温まりを実感できます 

http://picbear.com/indiba_lily 

262 医療の専門家として反対なだけでなく、日本人の心の温まりを全く失った欠陥制度であり、今すぐにも廃止すべきだ、と繰り

返し主張しています。 

http://www.data-max.co.jp/2008/06/no07020080626.html 

263 このミクロの泡により皮膚血流が促進・維持され、普通のお湯に比べて 2℃低い湯温でも同程度の温まりを得ることができま

す。 

http://systembath.seesaa.net/article/368651169.html 

264 たまにジェットで体を温め、カランでメモリ、アロエでまた温まりを数回繰り返したらあっという間に出なきゃ 1 時間過ぎち

ゃうよ！コインパーキング追加料金だよ！になりました。 

http://87681255.at.webry.info/201409/article_12.html 

265 【岡村さんにはじまり水道橋博士の対談までそれぞれの世界に勝手に入り込み泣き温まりを繰り返しました。わたしの生き方

によりそってくれる大事な本になりました】 

http://twilog.org/s_hakase/date-161014 

266 とはいえ、方だと起動の手間が要らずすぐ温まりをチェックしたり漫画を読んだりできるので、カロリーで「ちょっとだけ」

のつもりが株式会社が大きくなることもあります。 

http://xn--

t8jw69h320c.biz/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8A%E9%A2%A8%E5%91%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81

%84%E3%81%A6-2/ 

267 スピーディーに施術出来るよう、温まりを早くしました。 

約 1分で温まります。 

http://www.beauty-proshop.jp/item/b170/ 

268 これを使用した後にホットヨガに行くと、使用した部分の温まりをより感じられました。 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/lifepuzzle/orders/review01.html 

269 スチーム+遠赤外線ヒーターでふくらはぎを温める『遠赤外線スチーム浴』それぞれが『標準』と『しっかり』が選べます♪こ

れらの 4つの温めモードで温まりを楽しめます 

http://yyt.mamagoto.com/ 

270 服薬した翌日より身体の温まりを感じ、鼻閉感、全身倦怠感も半減。 

http://www.uchidawakanyaku.com/uchida0127.htmla 

271 いよいよキャンプが始まりました！ 仕事でキャンプの模様はほとんどチェックできていないのですが、ほんのりと胸の温まり

を感じています。 

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/aquilabellator/ 

272 通電し、本体温まりを確認しております。 

http://mart-ofck.com/slist/K/K5954.html 

273 木の温まりを感じる Café kukka の店名は、フィンランド語で「花」 

http://mrs.living.jp/hyogo/town_gourmet/reporter/2023202 

274 心地よい肩湯が半身浴の疲れにくさと全身浴の温まりを両立させ、ゆったりと入浴を楽しめます。 

http://hamaniwell.jp/blog 
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275 冷えて凝り固まったお肉を、角層深くまで温め、温まりを持続させるラジオ波（RF)と、心地よいハンドエステのようなローラ

ーの動きと組み合わせ、筋肉へ働きかけます。 

http://www.tremii.com/vlist/I0000013530/5/ 

276 カイロ使うなら、お腹とか背中・首下あたりに貼って、体全体の温まりを期待したほうがいいように思う。 

http://kasabuta-endless.net/huyupasokon-tesamui-taisaku/ 

277 ヒーターの温まりを確認すれば 完了です 

http://takaida2250.blog.fc2.com/blog-entry-117.html?sp 

278 ましてや、タイヤウォーマー使用できるんだから、温まりを気にする必要もない訳だし。 

http://star.ap.teacup.com/600club/943.html 

279 

 

温まりをランプでお知らせします。 

http://www.yodobashi.com/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%A0%E9%9B%BB%E6%A9%9F-OHM-HB-

JL5010-%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3-%E3%83%94%E3%83%B3%E3%8

2%AF/pd/100000001002141975/ 

280 そして、ほどよい体の温まりを感じつつＫ山に到着しました o(^-^)o 

そのまま足を止めることなく登りに入ります！ 

http://azalea-sports.cocolog-nifty.com/blog/2008/09/index.html 

281 商品は画像にあるものが全てです。 

通電・温まりを確認致しました。 

http://buyee.jp/item/yahoo/auction/r132138327 

282 ミストサウナには、美容（お肌の汚れや老廃物を取り除く）、健康（入浴後も身体の温まりを持続する）、リ

ラクゼーションの 3 つの効用があるとされ、今これが若い女性を中心に人気を集めている理由です。   

https://www.j-gasenergy.co.jp/consumer/qa/index3.php 

283 今までは、温まりを遅くする、 サーモスのジャストフィット缶クーラーでした。 

http://soarer.in/blog/index.php?page=10 

284 腕章にも心の温まりを感じました！ 

http://nsvoice.cocolog-nifty.com/nsblog/cat5637928/ 

285 ストリーマータンク内の飲料を凍結や温まりを防ぐバッグです。 

http://cycleplus.exblog.jp/m2012-08-01/ 

286 走らせながらタイヤの温まりを待つかスライドさせながら強制的に温めるかでレース序盤の差が出来るんでしょう。  

http://manzonet.blog34.fc2.com/blog-entry-726.html 

287 スベスベお肌とほどよい温まりが入浴後訪れます。 

http://kinspa.com/2008_spa.html 

288 タイヤの温まりが悪くてコーナリングスピードが稼げないのも原因の一つ  

https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/f1/1439210213/ 

289 火ちりんの火がとても温かいし、焼酎もとても美味しく体の温まりを感じ、幸せ感が出てきます。  

http://osharemegane.info/archives/2009-12.html 

290 レンタルカートで  僕はタイヤの温まりを意識したことは今まで一度すらない。  

http://kasayan3739.blog62.fc2.com/blog-entry-809.html 

291 温まりを知らせするお知らせライト付きです。 

http://www.become.co.jp/home-electronics/pid/746658209/ 

292 あたしはまったく体重へりませんが  

体の温まりを最近感じるようにやっとなりましたよ 

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=3394850&id=32524230  

293 冬 の 寒 い 季 節 に 心 が 温 ま り を 楽 し む 、 素 敵 な 帯 を ご 紹 介 し ま し た 。  

http://simaya.exblog.jp/m2011-12-01/ 

294 なお、４月１９日の再開につきましては、岩盤の温まりを確認してからの 

ご案内となります。よろしくお願いいたします。 

http://www.ikoinoyu.com/?action=Pc_Public_News_Detail&_method=get&news_id=10138 

295 Q2.「生姜」と「味噌」の組み合わせは、風邪の民間療法にも使われるなどカラダを温めて元気にしてくれる組み合わせですが、

今回飲んでみてカラダの温まりを実感されましたか。 

http://monipla.jp/hikarimiso/genkishoga1/etp_item_enqute/pa-after/ 

296 運動後も足の冷えを感じ夏でも靴下履いている。 

ストレスフリー療法を体験し、初診時の治療後から足の温まりを体感できた。 

http://www.ryotokuji.or.jp/midori/voice/ 

297 色が変わって、温まりを知らせるシリコンパッド 

https://www.bestgate.net/beauty_ohm_hb8893.html 

298 塩による温熱効果により、身体の芯から優しくゆるめ、温まりを感じられます。 

https://reserva.be/nolan55/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=02eJwzMza2MAAAAxgBBQ 

299 おいしさはもちろん、辛さだけでは ない体の温まりを感じ、汗ばみながら食べてしまいました!! 

http://www.ueno.vc/blogimg/entry/ueno-hot044.pdf 

300 知り合い用と我が家用に（私が冷え性なので）計 2個購入。家族皆が、体が温まりを実感しました。 

http://kekegari.hatenablog.jp/entry/2017/01/25/023247 
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301 結べる時期が限られてしまいますが、だからこそ素敵な帯です。 

冬の寒い季節に心が温まりを楽しむ、素敵な帯をご紹介しました。 

http://www.simaya.net/?p=4848 

302 施術されている間、足はとても軽く感じ、末端冷え性の私の体はポカポカと温まりを感じられました。 

http://www.sportsoasis.co.jp/blog/61/201004/27.html 

303 フォームアップラップでタイヤの温まりを確認出来た私は、1周目の 1コーナーでブレーキング勝負も出来ると確信していた。 

http://www.kyoto-np.co.jp/kp/sport/sports_alacarte/anohianotoki/driver/110904.html 

304 まずまずのスタートを切り１コーナーへは２番手で進入。タイヤの温まりを待つ間に、２台に抜かれコントロールラインを４

位で通過。タイヤの温まりと同時にペースを上げ、５周目までに一気に順位を挽回。満を持してトップへ浮上するが、１周後

には再度トップの座を明け渡す。 

http://masakitokudome.com/08.04twin.html 

305 まだまだ  寒い日が続くと思いますので、癒しと温まりを求めに  是非、リーフにご来店を  http://www.e-

leaf.jp/blog/2013/01/post-86.php 

306 温まりを通り越して、汗が吹き出るわ、鼻水が止まらないわで大変です。 

忘れてましたが、私辛いもの苦手でした笑 

http://este-silva.net/blog/20160113/ 

307 体に温まりを感じたころに山頂に到着となりました。 

http://tatakezou.cocolog-nifty.com/blog/2016/05/post-d079.html 

308 ※通常のよもぎ蒸しに漢方を増量し、体の温まりが持続する葉を入れています。集中して改善したい方にお勧めです！ 

http://www.woman-reform.jp/yomogi/platinum_age/index.php 

309 雨だったのでブレーキの温まりを早くするためダクトの一部を塞いだが、作業性の為に一部改良したのが条件によっては改悪

になっていた。「より良いことは良いことの敵である」という格言がまさしく的中したことになる。 

http://www.nismo.co.jp/motorsports/race/SUPERGT2015/1/review.html 

310 温 ま り を 持 続 さ せ る こ と に よ っ て 代 謝 を 上 げ 、 美 肌 効 果 、 お 背 中 か ら 疲 れ を 取 り 除 き ス ッ キ

リ と し た 軽 い お 身 体 へ 仕 上 げ ま す 。  

http://www.rebran.jp/ 

311 肌艶のよさやカラダの温まりを感じたら、それは気が巡っている証。 

https://am-our.com/sex/202/9234/ 

312 サンマットは導電性繊維を高密度で配した発熱体を使用し、濃厚な温まりを実現するホットマットです。

http://www.endjaw.top/popuri/ennseki05.html 

313 ガス温水床暖房のほうがムラもなく、気持ちの良い温まりをします。 

ガス代は当然高くなりますが、床の断熱度合いによって、温まりが変わってきます。 

https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/1485631394 

314 マットは心地よい遠赤外線の温まりでじんわりと温まっていきます。 

体内温度を３８度にすることで、皮脂腺から老廃物を出していきます。 

http://nicogroup.co.jp/category8/entry30.html 

315 この度は遠いところお越しくださいましてありがとうございました。 

月山の自然水のお風呂は、おかげ様で評判がいいんですよ。 

温まりでほんとに・・・よかったぁ 

https://www.jalan.net/yad349854/kuchikomi/archive/detail_01209797/ 

316 実はアレルギーが原因の蕁麻疹だったとしても、体の温まりでひどくなりますので、温熱蕁麻疹との違いはハッキリと分かり

ません。 

https://matome.naver.jp/odai/2139156041349898101 

317 塩素の匂いが凄くても、勿論、源泉の良さは温まりで感じれます。 

まろやかなお湯って事も。 

https://www.tripadvisor.jp/ShowUserReviews-g1121090-d1425148-r481871002-Chichibu_Onsen_Mangannoyu-

Minano_machi_Chichibu_gun_Saitama_Prefecture_Kanto.html 

318 腸活の「２４７０」、万能クリーム「クリームズクリーム」にも配合されてるチベット岩塩の「レドキシングソルトスパ」は温

泉に入った後の様な身体の温まりで 感動！！捨てないで良かったです(^^) 

http://chou-chou-hair.net/archives/blog/204/ 

319 いつもより身体の温まりやすっきり感、潤いなど 

あっと実感できること間違いなしです♪ 

是非この機会に寒さに負けないおカラダをつくりましょう!! 

http://www.mammys.co.jp/ 

320 生薬のめぐり湯とママのみかたは入浴をすると温まりや潤いが実感できると思います。 

https://meguriyu.matsudaiyaku-shop.jp/blog/2017/11/20/%E5%AF%92%E3%81%84%E6%97%A5%E3%81%AB%E3%81%AF/ 

321 しかも温まりや雨に対する強さなどミシュランらしい乗りやすさがあると思います。 

http://motofreak.jp/blog/?p=646 

322 石鹸の泡立ちや肌のつるつる感、浴後の温まりなど、「軟水らしさ」がきちんと出ていて好感が持てます。 

https://onsen.nifty.com/la-en/hokusetsu-onsen/onsen008587/ 

323 他の方が書いているようにﾀｲﾏｰがあればいいですが 

温まりなどは問題ないです 

https://www.amazon.co.jp/gp/aw/cr/rR3UPHZSEIXS6I2 
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324 日本人にとって、入浴は身体の清潔を保つだけ でなく、快適性や温まりなどを得ることも重視し て行われる日常的な行為で

ある。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jergo/48spl/0/48spl_46/_pdf 

325 お肌のスベスベ感や、 

身体の温まりなどを実感されている方も 

おられます。 

http://suisoburowotukuritai.hatenablog.com/entry/2015/08/30/185135 

326 アンプの温まりによるステージングの変化（音質の変化）は、今回のフィットの場合すごく敏感にでるようです、理由はスピ

ーカーの動きを正確にするようなインストレーションをしているのでアンプの温まりなどに敏感に反応するようです。 

http://www.shoei.gr.jp/car-audio/diary/p65 

327 黄土の椅子・壺やオリジナルマント・薬草と 

全てにこだわっていますので 

発汗の量や体の温まりなど好評を頂いています(^^♪ 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000315126/review/PN2.html 

328 今回、初めて「えんたくん」に触れた方も多く、ワールドカフェでの親近感・場の温まりなどの効用を体感してもらうことが

出来た。 

https://www.faj.or.jp/modules/contents/index.php?content_id=4744 

329 その目的は様々ですが心地よい汗をかくこととハーブの香りによるリラックスと経皮吸収、子宮とお腹の温まりなどでとても

気持ちがいいのです 

https://ameblo.jp/baindeforet/entry-12267830188.html 

330 高血圧、顔面紅潮、暖房の風による温まりなどにより額部の方が温まっている可能性あり。ちなみに頬部（ほっぺ）は低くで

る事が多いですね叉、四肢冷感の際は手足で測ると低くでます。このことから測定の正確さは結構いい感じではないでしょう

か。 

http://blog.livedoor.jp/baitarusain/archives/2015-05-10.html 

331 ッパリした熱いお湯で、あつ湯好きにはかなりいいんでないかと思いますよ。 

ただ、塩化物系なのか温まりも結構なものでした。 

http://kai0305.blog.fc2.com/blog-entry-217.html 

332 そんな寒い時期にはお風呂でゆっくりと温まりたいですよね★でも！！ただ湯船に浸かるだけでは温まりもイマイチ・・・。

http://niigata.milly-la-beaute.com/blog/niigatastaff/9079/ 

333 サウナが苦手な方でも、遠赤マットなら大丈夫！ 

マットは心地よい遠赤外線の温まりでじんわりと温まっていきます。 

https://www.ciel-de-marie.com/salon/care/ 

334 やはりタイヤの温まりで、彼らもある程度は苦しんでいるのでしょう。 

http://www.honda.co.jp/F1/spcontents2006/snrd/vol93/ 

335 漢方による体の温まりで、生理前の肩こりが楽になりました。 

http://www.kanpo-

taiken.com/experience/detail/8227/%E8%82%A9%E3%81%93%E3%82%8A%E3%80%80%E9%A0%AD%E7%97%9B%E3%80%80%E6%BC%A2%E6%96

%B9/%E6%BC%A2%E6%96%B9%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BD%93%E3%81%AE%E6%B8%A9%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%A7%E3%80%81

%E7%94%9F%E7%90%86%E5%89%8D%E3%81%AE%E8%82%A9%E3%81%93%E3%82%8A%E3%81%8C%E6%A5%BD%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%

81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82/ 

336 塩素の匂いが凄くても、勿論、源泉の良さは温まりで感じれます。 まろやかなお湯って事も。 

https://www.tripadvisor.jp/ShowUserReviews-g1121090-d1425148-r481871002-Chichibu_Onsen_Mangannoyu-

Minano_machi_Chichibu_gun_Saitama_Prefecture_Kanto.html 

337 腸活の「２４７０」、万能クリーム「クリームズクリーム」にも配合されてるチベット岩塩の「レドキシングソルトスパ」は温

泉に入った後の様な身体の温まりで 感動！ 

http://chou-chou-hair.net/archives/blog/204/ 

338 その後、BSから７１Rが投入され、スタートラップの温まりで、同等。 

数ラップ後のピークグリップで、７１Rに抜かれてしまったと思いますが、それでもコントロールのし易さ、レインでのグリッ

プでは同等と、かなりのメリットを残しながら実購入価格では、７１Rに比べかなり安価に手に入ります。 

http://review.kakaku.com/review/K0000612070/ReviewCD=922266/ 

339 予想予想以上の 温まりで汗だくです(笑)リフレッシュできます。 

https://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%96%AC%E5%93%81%E9%96%8B%E7%99%BA-%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%9E%E3%8

2%AA%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E5%88%A5%E5%BA%9C-%E6%B5%B7%E5%9C%B0%E7%8D%84-

21%E5%8C%85%E5%85%A5%E3%82%8A/dp/B0020QYLI4 

340 それって体の表面しか温まらないので微妙ですよね、生姜だったら体の内側からの温まりで血流を良くします♪ 

http://uruhada-lab.com/hienobose-make-up-care 

341 水圧による身体保持や温泉薬効による温まりで末梢まで血行が促進され、 末梢まで温まる事で関節痛や腰痛緩和効果が期待出

来、 運動機能の向上が期待出来ます。 

http://www.atagawa.gr.jp/intro/koho/backnumber/newsletter_14.pdf 

342 体の温まりで肩こりが楽になりました。 

http://www.acsysun.co.jp/counseling/taikendan/t_jyouhanshin17-13.html 

343 黄土の温まりで３０分間ホッコリと汗をかく！！ 

https://ameblo.jp/nijikumo-1201/entry-12289517719.html 
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344 入浴は体が温まりで血液の循環が活性化し、酸素の供給や老廃物の運搬が促進されることで疲労回復やリラックス効果があり

ます。 

http://standard-project.net/water/hydrogen-rich-water/bath.html 

345 他店には真似できない最強ダイエットマシーハイパーウェーブの驚異の温まりでセルライトや脂肪を最短で洗い流します。 

http://www.bieffect-salon.com/first.html 

346 気温が低い場所から高い場所へ移動しただけでも、体の温まりで発疹が出現します。 

http://shokutenlife.com/2016/04/10/6359.html 

347 寒くなってきたので温まりに辛い食べ物を(^◇^;) 

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27009343/dtlrvwlst/B138932455/?use_type=0&smp=1 

348 電気毛布とぽかぽか温熱マットの発熱と温まりとの関係を、サーモグラフィーカメラで見てみました。 

http://www.panzeichi.shop/popuri/er100003pre.html 

349 温まりと美肌の湯、赤湯温泉へ 

https://www.jalan.net/ranking/onsen/LRG_061100.html 

350 身体の芯まで温める事が出来き、電気毛布との温まりとは全く違い 

熱がなかなか冷めないので施術後もポカポカ感が続きます♪ 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000375962/blog/bidA016978379.html 

351 温まりと髪やお肌のしっとり感をお楽しみいただけます。 

https://www.kenko.com/product/brand/bra_72328.html 

352 ところが、取換えた二人は南蛮粉は温まり、柿は冷えで、ほいづを互いに食ったれば、冷えと温まりとええ塩梅で、二人とも

吹きどりに会わねがったって。 

http://www.t-bunkyo.jp/library/minwa/archives/nurukusuotoko/text/23.html 

353 【お試し】バスソルトにヒマラヤ岩塩ブラックソルト あら塩 1kg 湯上り後の温まりと肌、温泉の香り 粗塩 1kg ミネラル豊

富！温浴効果も抜群！【着後レビューで 300円 OFFクーポン プレゼント】 

https://item.rakuten.co.jp/auc-umeken/uh-bk-arasio/ 

354 GT500 の上位 8 台が Q2 へと進出する Q1 セッション（15 分）は、タイヤの温まりとアタックのタイミングを見据えて、ほとん

どの車両がセッション開始から 4分ほど経過したところでコースイン。 

https://toyotagazooracing.com/archive/ms/jp/gt/racereport/1401-okayama-02.html 

355 身体の芯まで温まる” ホットストーンを体験し、まさに言葉通りの実感がありました 玄武岩から伝わる温まりとその持続性

は、身体の奥深くまで ほぐしてくれるような心地良さを与えてくれました 講座では、しっかりした理論と手技を教えていた

だき、スムーズかつ不安なく サロン導入が出来、さらに、その即効性からお客様にも大変喜んで頂いております。 

http://jhsa-hotstone.com/ 

356 そんなふうに肌の温まりから成長を感じられるのも幸せなことですね 

https://ameblo.jp/plus-ouchijikan/entry-12175006713.html 

357 冬眠していた虫達が 大地の温まりから春の訪れを感じ 穴から出てくる頃とされています。 

https://ameblo.jp/fiorajapan/entry-12135811775.html 

358 超伝導材のバルクは走行中の温まりから超伝導状態が解消されるのを防ぐ ため、発泡スチロールで包んでいる。 

http://jcsm.jp/wp-content/uploads/presentation/23case14.pdf 

359 最近の気温の温まりから、道の端に固まっている雪も大分溶けてきてまいりました。   

さて、当館からお知らせでございます。 

https://www.harvestclub.com/Un/Hotel/Tx/blog_detail.html?CN=59674 

360 通電、動作確認、温まりまで確認しました 

https://jmty.jp/osaka/sale-ele/article-3a40k 

361 温まりまで少々時間かかります 

https://jmty.jp/ibaraki/sale-ele/article-7g0bf 

362 残念ながら、とてつもなく電池の消耗が早いです。ついこの間新しいの（Panasonicの電池）を入れたばかりなのに、温まりま

での時間がかかりすぎます。 

http://www.cosme.net/product/product_id/10004745/review/505983584 

363 もともと tinkスタッフでも巻きやすいと愛用者の多いクレイツのコテがさらに進化したこちら☆ 

まず何といってもスイッチを入れてから温まりまでの時間が短い！朝は何かとバタバタしますよね 

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000387547/blog/bidA016133624.html 

364 急に寒くなっからか身体の温まりまでに時間がかかり膣から入る蒸気もイマイチ。。 

https://ameblo.jp/non3ru3yumi3/entry-12143096104.html 

365 とても親切でよかったです。カーラーの温まりまでに少々時間がかかりますが、他もこんなものかなと思います。使いやすく

て便利です。 

https://review.rakuten.co.jp/item/1/239763_10000327/cc0b-hzacb-badb23_183362462/?l2-id=review_PC_sd_body_09 

366 温まりまでの時間ラグはほとんどないと思います。 

https://www.webike.net/bm/500050105011/impre/?ir=5&cg=11035&sr=-published_at 

367 温まりまで待つ時間が短縮できることで、クライアントの反応が違ってきます。ぷつりぷつりと、体中の毛穴から汗が噴き出

してくるのを実感できることでしょう。 

http://www.fontanamoco.jp/products/detail/438 

368 ほかのレビューでもありますが、温まりまでの時間が本当に早く、忙しい朝の時間でもストレスなく利用できます。 

http://mazpeedpuzoa.hatenadiary.com/entry/2017/11/07/191145 

369 いろんなアイロンを使いましたが、これは温まりまでの時間が本当に短時間で、待ち時間なく使えて便利でした。 
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http://www.ranking-gogo.net/categories/rank/010702/ 

370 海外サイトでとても評価の高いヘアアイロンです！  

温まりまでの時間も早く、すぐに使用開始出来ます。  

https://item.fril.jp/0e828f8028ff86894fffdcc3eb39177e 

371 お客様側の方も、工期の短さや、温まりまでの時間が早いのも◎ 

http://www.harness-reform.co.jp/archives/date/2013/12 

372 他の稽古場でも、暖房は使えますが、たぶんここの暖房が丁度良くて、温まりまで早いので一番ですね←個人意見 

http://fudai123.blog.fc2.com/blog-date-201211-2.html 

373 どうしてかと言うと、土鍋は鍋の温まりまでに時間がかかるので、鍋の中の温度の上昇がゆっくりなことがあります。 

http://www.funnews.pink/archives/2689.html 

374 やはり基盤用なので発熱が低いので温まりまで時間かかり半田済みの部品を剥がす際に古い半田を溶かすのにも時間かかりま

したが、先端が細いので安全にできました。 

http://konozama-diy.iblogger.org/%E3%81%AF%E3%82%93%E3%81%A0%E3%81%93%E3%81%A6/?i=1 

375 ここ最近はサスペンションのジオメトリー変更などで改善はしてきていますがそれでもレッドブルやマクラーレン等と比べる

と温まりは悪いですよね。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1068038340 

376 エアコンに比べると、ファンヒーターはかなり温まりは早いと思います。 

https://www.mwed.jp/community/questions/11472 

377 温まりはやはり日帰り温泉の炭酸泉よりはおとりますが良いとおもいます。 お値段がもう少し安価だともっと嬉しいですね 

https://www.amazon.co.jp/%E7%B4%80%E9%99%BD%E9%99%A4%E8%99%AB%E8%8F%8A-%E5%85%A5%E6%B5%B4%E5%89%A4-Baden-Tab-

100%E9%8C%A0/product-reviews/B00EDDLG08 

378 石狩鍋での瞬間的な温まりは低い様子。 

http://www.ntv.co.jp/dash/tetsuwan_new/past/2000/0116.html 

379 温まりはその時の冷え具合によっても違います。 

https://www.ouchisalon-

ketoru.com/2015/07/25/%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AF%E5%85%A8%E8%BA%AB%E6%B5%B4%E6%B4%BE-%E5%8D%8A%E8%BA%A

B%E6%B5%B4%E6%B4%BE/ 

380 その温まりは電気毛布とは比べ物になりません。 

http://www.gevaarlijkestoffen.net/hydlmem-g14168-bpsdcop-7975t10001-kehg/ 

381 板厚が若干厚めなので、温まりは少し遅いですが、温まれば火力を強くせずに調理が可能。 

https://www.asplund-style.com/212+KITCHEN+STORE-

BALLARINI+(%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B)+Mantva+%E6%B7%B1%E5%9E%8B%E3%83%95%E3%83%A9%E

3%82%A4%E3%83%91%E3%83%B3+24cm+%E8%93%8B%E4%BB%98%E3%81%8D/brandproduct/212KITCHENSTORE/0/8003150497821/?cat=119

&swrd= 

382 入浴後の身体の温まりは湯の持つ効果そのもので、湯治の湯として大変好評 

https://www.jalan.net/yad353654/ 

383 そして温まりは２倍なのに価格は他店の半分 ３０分２５００円。 

http://www.muse111.com/businessblog/601_2017-10-13_22-45-00.html 

384 室内の温まりは少し時間がかかるが、30分もすれば十分に本格的なサウナらしくなる 

https://travel.watch.impress.co.jp/img/trw/docs/752/913/html/12.jpg.html 

385 素泊まりの宿。 源泉掛け流し、温まりは最高。 

http://yamagatakanko.com/onsendetail/?data_id=5748 

386 それから訪ねた（新大仏寺）もこの日、この時間に全くの参拝者が見えず、無料接待の甘酒や、ドンドの火の温まりさえも、

心なし憚りを感じた。 

http://ict.easymyweb.jp/member/fuekiann/default.asp?c_id=38757 

387 フリー走行では基本セットアップを試みて、タイヤの温まりこそ悪かったんですが感触的には悪くなくトップタイムとほぼ同

じ。 

https://www.toyota.co.jp/ms/tdp/column_nakajima22.html 
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4．「暖め」に関する用例 

番号 用例 

1 <ふとん乾燥・暖めをしながら脱臭する場合>掛けふとんと敷きふとんの間に枕を入れノズルを差し込み、吹出口から約 15cm

の位置で 6段階臭気強度表示法による検証。 

http://panasonic.jp/futon/p-db/FD-F06X1_points.html 

2 フローリングやタイルなど床の上で、ふとん乾燥や暖めをする場合、ふとんと床の間にタオルケットなどを敷いてください

（ふとんと床の間に湿気がこもり、結露の原因になるため）。 

http://panasonic.jp/futon/ 

3 電子レンジで暖めをするときにオレンジ色の光が出ると思うのですが最近その光が消えてしまいました。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13120148718 

4 夏こそ「冷え」に要注意！ 本気の暖めを！ 

 http://bimajin.jp/article_page/573 

5 ジェルオフの際に暖めを促進させる仕組みのオリジナルミトン。セルフジェルオフにオススメ。暖め

て早くオフできます  

https://jolis.jp/ec/products/list.php?transactionid=4c63e084864a4a7f549d048d99fe58db51616b64&mode=&category_i

d=55&maker_id=0&name=&orderby=price&disp_number=15&pageno=1&rnd=pai 

6 全体を暖める場合、最短でも 20 分かかるが、足もとだけなら 5 分で完了する。まずは、布団全体の暖

めをチェック。隅々まで暖かくなるのだろうか。  

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=3592 

7 節電モードで運転中は、この着座を感知することで、ヒーターを ONにして設定温度まで暖めを開始します。 

http://xn--n8jud3e.com/washlet/hothouse/hotwash/eco.php 

8 当店では管理医療機器「超短波治療器」を使用しての暖めをしておりますが、一般の方々のイメージは、「この暑い時期に

暖め!?考えられない」という方がほとんどです。 

http://yamagata-mall.jp/shop/topic/30922?PHPSESSID=0rg8qq3lhme62hvfc7la6oc6k5 

9 暖かい部屋に慣れると人は 最初の設定温度を少し暖かす ぎると感じます。そのため、温 度を自動で下げる「エコ運転」 

で無駄な暖めを制御します。 

http://www.noritz.co.jp/library/news/2012files/20120704_1k39.pdf 

10 バスタオルやフェイスタオルをかけておくだけで乾燥・暖めをしてくれます。 

あったか〜いタオルにくるまるのはとても気持ちが良さそうですね！ 

http://ofurobu.com/?p=14269 

11 室内の暖めをしない。 

http://www.tkz.or.jp/ecodrive/kekka.html 

12 ずぼらな我が家はご飯の暖めを皿に乗せずにするので必ず仕上がり温度を「弱め」にしています。それだと丁度良い仕上が

り。 

http://review.kakaku.com/review/K0000403107/ReviewCD=902270/ 

13 スイッチを入れてから約 0.2 秒で暖めを開始する瞬間遠赤外線ヒーターです。 

https://sakidori.co/article/132680 

14 温度調節機能は 600W と 1200W の 2 段階に対応していて無駄な暖めを防ぐ為、サーモスタットを調整することで適切

に温度調整が可能となります。 

https://sakidori.co/article/38832 

15 V-Thermoスタンダード(減圧と暖めを 2回繰り返します)  

http://dai-chi.net/ld_psdaichi/vthermo/index.html 

16 デンソーのエコキュートならあなたの入浴を検知してから心地よく暖めを始めます。 

http://bimusfortec.smart-catalog.it/it/aggiornamenti/automation/2017-04-06-jia-tang-dael-daelg/youtube 

17 ホットプレートで焼肉をしながらレンジで解凍・暖めをしてたらブレーカーが落ちてしまって家中真っ暗！なんてことあ

りませんでしたか？ 

http://www.shigatecno.com/gallery/gallery_list-677-12955-1.html 

18 「人体検知センサー（上）」が人を検知すると、 便座の暖めを開始し、便座あたため「準備中」 が点滅。 

http://iinavi.inax.lixil.co.jp/pdf/torikousetsu/gcw-1219c-10100.pdf 

19 必要ない部分の暖めをカットできるので、無駄な電気代がかからないという。 

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/1021367.html 

20 さすがに芋の氷天ぷらなて美味しくないので今度は凍っていることを考量して電子レンジの設定を 800W（ワット）の 6 分

間で暖めを開始しました 

http://kamenooltutyan.com/category/%E6%97%A5%E5%B8%B8/ 

21 一方で電気ストーブは一定の暖めをずっと行います。 

http://energy-

navi.com/%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%A8%E9%9B%BB%E6%B0%97%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%96%

E3%80%81%E9%9B%BB%E6%B0%97%E4%BB%A3%E3%82%92%E7%AF%80%E7%B4%84%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%AE/ 

22 冷気シャットアウトと人の暖めを一度に実現 

三菱電機「ズバ暖霧ヶ峰 ZDシリーズ」 

http://news.livedoor.com/article/detail/11029707/ 

23 保健所やセンターでどれだけの期間過ごしたかはわかりませんが、その間、子猫たちが授乳や暖めをされていたとは考えら
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れません。 

https://animalnetwork.jimdo.com/2016/06/19/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E8

%A1%8C%E6%94%BF%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84/ 

24 普段はワイド送風アタッチメントを使って 

手軽にふとんの乾燥や暖めを行い時間がある時には、ふとん乾燥マットを使ってふとん全体をきっちりと乾燥させる。 

http://kadenkininaru.com/726.html 

25 WarmSafeの地帯の暖房:熱は部屋中均等に安全で総括的な暖めを提供するためにバランスをとられる。 

耐久財:現実的で、険しいステンレス鋼のキャビネットはするために同じように懸命に持続し、働くように作られる。 

http://www.medicalexpo.com/ja/prod/enthermics-medical-systems/product-96121-747740.html 

26 人感センサーは、1時間程度までは弱運転にしてくれるので、目覚まし運転や入浴時などの不在室時に最低限の暖めをして

くれるため、よく使用しています。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8B%E3%83%81-%E7%9F%B3%E6%B2%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E

3%83%92%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%88%E6%9C%A8%E9%80%A012%E7%95%B3-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA

%E3%83%BC%E3%83%8817%E7%95%B3%E3%81%BE%E3%81%A7%EF%BC%89%E3%80%90%E6%9A%96%E6%88%BF%E5%99%A8%E5%85%B7%E3%80%9

1DAINICHI-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88-FW-4714SLX-W/dp/B00N4FR8F8 

27 暖房面をそれぞれ独立して暖めることができるので、必要のない部分の暖めをカットできるので、必要のない部分の暖めを

カットできるので、無駄な電気代もかかりません。（※2畳、3畳のみ） 

http://www.oricon.co.jp/pressrelease/66411/ 

28 外仕事だったり、制服がスカートだったり、パンツだったり 冬のお仕事が少しでも快適になるように、足元の暖めを意識

して品揃えしました 

 http://blog.zige.jp/awon/kiji/645850.html 

29 冷却または暖めを行うことを目的として直腸粘膜メンブランを使用したシステムおよび方法 

 https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2005536277 

30 レンジで暖めを待つオッサン 

http://www.weblogian.com/entry/45years#レンジで暖めを待つオッサン 

31 剥がしている途中でステッカーがちぎれる様なら再度タオルで暖めを繰り返せば、きれいに剥がせると思います。 

https://oshiete1.nifty.com/qa7079517.html 

32 専用のマットを使ってしっかりとダニ対策もでき、マットをつけずに簡単にふとんの暖めをすることももちろん可能です。 

http://sawachin.com/pad-dryers-2017/ 

33 普通の綿だと、電子レンジでの暖めを繰り返すと 

結構毛羽立ってきますものね。 

https://xn--gck7ah4m.com/simius-series/suimin.html 

34 一度、冷やして頂いた後、ボルト穴部分の暖めを行います。 

Ｌ字段差と同じ要領で、ドライヤーで暖めながら凹みへ馴染ませてください。 

http://www.gm-moto.jp/app/Blogarticleview/index/ArticleId/21 

35 驚いたのは夫婦交代で餌や暖めをすること。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/2359848/blog/d20161106/ 

36 質問に質問を返して、申し訳ないのですが、もし今回の事例が、ヘルパーが毎日炊飯を行い、暖めを本人が、毎日夕食時の

み行い、回数も同じで頻度として同じ場合は、どうなりますか？ 

 https://www.wel.ne.jp/bbs/article/165842.html 

37 電源を切って電熱線が冷え切った状態から暖めを再開すると、再び暖まるまでにかなりの時間を要します。 

 http://www.myhome-horimoto.jp/co_diary/article/Knz20170105114941.html 

38 電池、電気、ガス栓不要で、必要な暖めを必要な場所でポカポカ暖房 

http://rental-

rig.com/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%AE%B6%E9%9B%BB/%E6%9A%96%E6%88%BF%E6%A9%9F%E5%99%A8/%E3%82%AC%E3%82%B9%E6%9A%96

%E6%88%BF%E6%A9%9F%E5%99%A8/ 

39 ⑤いつも通り暖めをしてみると…２回くらい出来た 

http://op3-shimshim.seesaa.net/article/436496708.html 

40 といっても、スタートボタンを押したら電子レンジの暖めを待つように茶でも飲みながら待つだけ。 

http://magmablog.sakura.ne.jp/wp/?p=1711 

41 ただ、暖めを店員さんがしてくださったり、サービスはこちらのほうが良いと思います。 

https://tabelog.com/shiga/A2501/A250101/25000825/dtlrvwlst/B112104442/ 

42 今の時期は布団干しと寝る前の暖めを兼ねて大活躍してくれています。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2015/0121/697818.htm 

43 ロが行うテレビのバラエティー番組であっても、本番前には新人芸人やアシスタントディレクターが「前説」という会場の

「暖め」を行う。 

http://owarai-kyousi.com/?page_id=342 

44 ・取扱説明書には明記されているのですが、100g 以下の調理が不得手です。 なお、重量センサーの感度が 100g 以下では

鈍いのでしょうか、 少量のご飯や飲み物の「暖め」を自動でやると、熱くなり過ぎることがあります。 

http://sommeliere.net/Life/Materials/oven.shtml 

45 しばらく血流よくなるように 

リンパマッサージや暖めを続けてみる。 

http://risajack.blog.fc2.com/ 
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46 たった 5分の暖めで、敷き布団の表面温度は約 25℃も上昇。これなら足もとはポカポカだ 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=3592 

47 たとえば、すぐにお部屋全体を暖めたいという時にはＡＵＴＯモードボタンを押します。 すると、お好みの設定温度に室

内を保つため暖めをすばやく開始しその後も室内を快適に保ち続けます。 

https://rbdidanzy.wordpress.com/ 

48 オートで暖めをする場合、赤外線センサーや蒸気センサーがあるものとないものでは、やはり差が出るものでしょうか？セ

ンサーのないものは暖めるものの温度を何で測っているのでしょうか？ 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/893347.html 

49 何分か放置して、卵のゲージが増えたので！ 

演奏＆暖めをある程度すると残りのゲージは 

リアルタイムの 120以上って意味かな？ 

http://harinnko.blog.fc2.com/blog-entry-45.html 

50 ただ、電子レンジでの暖めを基本にしているだけにこれを野外で食べようとすると、食べるまでに一苦労です。 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~muroji/zakki.html 

51 フロントサスペンションはタイヤの暖めを良くするという目的で改良されたんですよね。 

http://milky37.cocolog-nifty.com/momentary_judgment_in_f1/2009/06/2009gp-7f2d.html 

52 いくら運動や暖めをしても、口から大量のカロリーが入ってくるのでは、元の木阿弥です。 

http://www.tougouiryou.com/archives/cat_50028895.html 

53 沸いたお湯をフードコンテナに入れて、茎わかめの塩抜き、兼フードコンテナの暖めをします 

http://pikanew.com/2015/02/01/thermos-3/ 

54 再度ドライヤーで暖め、Bluethooth を ON にできるようになったら暖めをやめ、ネットワークリセットで WiFi 再復活とな

りました。 

http://tf.hateblo.jp/entry/2013/10/03/205920 

55 指で押さえて固ければ 柔らかくなるまで電子レンジでの暖めを繰り返します。 

http://whaty88.com/512.html 

56 電源を切ってしまうと熱媒体の循環液が冷めてしまい、次に暖房かけたときに循環液の暖めを最初からしないといけない

から、そのぶんがロスになります。 

http://www.oracity.net/resbbs3/resbbs3.php?cate=1&kijino=0903261237994584 

57 車の時は、前に置いて太陽の熱で解凍と暖めをしながら食べています。来月分も今日 更に発注しました。 

http://www.teitoukoubou.com/fs/teitou/c/gr70 

58 最近編み出した白熱灯での暖めを開始 

http://hottoysfanatic.blog.fc2.com/blog-entry-8.html?sp 

59 その場合のキャッシュヒット率はキャッシュの暖めを行った時点で 42%でした。 

https://thinkit.co.jp/story/2014/03/25/4857?page=0%2C3 

60 逆子体操、お腹への話しかけ、腹巻等で暖めを実践しました。 

友人(3年前に出産)は回転施術？をしてもらって直った人、お灸で直った人と様々です。 

https://bbs.karadanote.jp/13684 

61 おとといかしらねコロッケを電子レンジで暖め終わってタイマーがダイヤル式でついでに長年つかってるのでバカになっ

てるので適当なところで電子レンジあけて暖めを終えるのですがいつもやることだがタイマーもどしわすれてて何も入っ

てないのにブーンとまた動きだす。 

http://momomhf.doorblog.jp/archives/1474485.html 

62 私の場合、暖めてもらうのが普通なので、「暖めましょうか？」と聞かれるのは大変ありがたいです。おそらくコンビ二で

買う人の大半は直ぐに食べる人でしょうから、暖めを聞くマニュアルでいいと思います。 

https://okwave.jp/qa/q1154120.html 

63 今年の夏から週 2 で通ってます。スタッフの方は女性なのでとても安心です。姿勢矯正とマッサージ 10 分と暖めをしてい

ただいてもらっています。 

http://www.ekiten.jp/shop_7026035/review/ 

64 暖めが動いたら 

暖めるのに時間がかかるかもしれないけど。 

http://blog.goo.ne.jp/urababa2005/e/8bce75e38d8ead6f1b832907cdc4f0c2 

65 使い捨てカイロを用いて暖めれば、長時間の暖めが簡単に出来る。 

http://p.booklog.jp/book/80898/read 

66 ふとんの暖めが終わったら、簡単に片付けることができるので、すぐにホカホカのふとんに入ることができて幸せです！ 

http://mrs.living.jp/sp/170126panasonic/ 

67 コンビニ弁当＆冷凍ごはんの暖めが超簡単！ 

リーズナブル価格の電子レンジ「MRO-JT5」をご紹介♪ 

http://hitoxu.com/01543 

68 独自の吹き出し構造のノズルにより、「足もと」モードでは５分で暖めができる。暖めと乾燥のほか、ダニ対策や靴・小物

衣類の乾燥もできるようにした。重さは 3.3キログラム。 

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL28HCE_R30C15A7000000/ 

69 撮影のために掛け布団をめくると 30℃台前半まで温度が下がってしまったが、10 分間の暖めが終了した直後の送風口付近

の布団の温度は 40℃を超えていた。 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=3773 
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70 回収ポートとの接続部分は冷たくなり結露しているのでドライヤーで十 分に暖めて水分を除去します。暖めが不十分だと

すぐに結露して濡れ てしまうので十分に暖めます。 

http://physics.s.chiba-u.ac.jp/cryo2/he_rule/self_transfer.pdf 

71 温風がふとん内に十分に行きわ たらないため、暖めが不十分になっ たり本体の安全装置がはたらく 場合があります。 

http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/HFK-SD1-SD12_201308_11.pdf 

72 一般的には、暖めてしまうと、暖まっているうちは痛みも軽減するのですが、 暖めが終わったあと、その患部の熱が冷め

ることによって、激痛が走り、  初期症状より痛みが激しくなることがありますのでご注意ください。 

http://aroeseitai.com/oukyuu.html 

73 ただし拳だけでは「暖めが足りない」場合もあります。 

http://xn--t8j243v7hpifc.com/2015/10/07/post-1521/ 

74 夜→温泉出ないため沸かし湯  朝→沸かし湯が冷めて暖めが間に合わずシャワーのみ使用 

★温泉ポンプ故障の為ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんでした 

http://n-kenpo.cococica.com/hoyojo/index.asp?patten_cd=4&page_no=140 

75 暖めの前のオイルの塗布の時から非常に気持ち良く、ウトウトしてしまいました。使って下さるオイルの量も、たっぷりで

驚きました。また、暖めのマットの温度は私には熱すぎない程度で丁度良かったです。 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000233224/review/ 

76 設定時間は、ふとんの暖めが足もと約 5 分、標準約 20 分、しっかり約 40 分。ふとん乾燥は標準約 60 分、しっかり約 80

分。 

https://www.j-cast.com/trend/2015/09/04241923.html 

77 ドライアイの人にホットタオルによる目の暖めが奏功する機序は 

http://www.tamaganka.com/cgi-bin/tamaganka/siteup.cgi?&category=5&page=2&view=&detail=on&no=87 

78 スタンダードコース（ベーシックに背中とお腹の暖めがプラスされた内容） 

http://indibasoie.com/esthemenu/facial/ 

79 運 転 開 始 か ら お 部 屋 全 体 が温 ま る ま で 、 あ る 程 度 時 間が か か る 。（ タ イ マ ー で事 前 に 暖 め が 可 能 ） 

http://intact.jp/with_pellet.html 

80 初めのヒーターの暖めが面倒（指が疲れる）ですが、まぶたに当ててぐいっとやってみると、あら綺麗なカール！！ 

http://www.cosme.net/product/product_id/343586/review/308095787 

81 そして、俺の現状に話が移ろうとした時にレンジのチンッて音が鳴り暖めが完了する。 

http://ncode.syosetu.com/n4170dy/ 

82 光で瞬時に立ち上げるランプヒーターだからこそ、瞬間の暖めが可能になった。 

http://kaden.watch.impress.co.jp/cda/column/2006/10/31/93.html 

83 「スポット温風」機能で、衣類の暖めが可能 

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/121005-a-2.html 

84 そのせいで布団は湿気を持ちます。なので布団乾燥＋暖めができるという点で布団乾燥機に軍配が上がりました。 

http://morimoriking.com/201.html 

85 妊婦さんも妊婦さんでない人も暖めが大事！ 

http://www.healing-you.com/article/detail.php/587/314956 

86 ・電子レンジと炊飯器・エアコンなどを同時に使えない 

・レンジを使うとブレーカーが落ちる 

・ヒューズが切れた 

・暖めができない 

・作動しない 

http://www.fujiokadenki.com/mente/ 

87 頭皮から疲れ目・足裏のツボ・全身の血流を整えるふくらはぎ・お腹の暖めがこの時期おすすめです 

http://salon-sophia.net/news/2016/11/24/139/ 

88 そして、ふとんの暖めが終わったら、スマートドライの場合は吹き出し口を閉めて、カラリエの場合はホースをたたんで

から、 再び本体を持ち上げてふとんから外さなければいけません。 

http://kadenkininaru.com/2971.html 

89 どうにかこうにかレンズが外れました(>_<) 

ドライヤーでの暖めが足りなかったのかも知れませんが、ﾃｰﾙの構造上インサイド側（画面レンズの左辺）が割れやすいよ

うなので剥離の際はインサイド側を特に注意したほうがよさげです。 

http://www7a.biglobe.ne.jp/~serena_kitakitsune/LEDTAIL.html 

90 私は、それも嫌ですが、暖めが具合がイマイチだったりするのがガッカリするので、 

お店では温めてもらわずに、家で暖めて食べるようにしています。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1211280347 

91 インソールの電池はかかとの方にあります。一つのインソールの電池で 5時間ぐらいの暖めができます。 

http://minionsparadise.jp/insoru/ 

92 ヒミツの卵を手に入れて最初のステージ入り口付近にあるでかい卵の家があると思います。 

そこの住人に話しかければカズーイの暖めが覚えられます。 

http://jp.wazap.com/question/%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%B4%E3%83%BB%E6%B0%B4%E3%81%AE%E6%9A%96%E3%82%81%E6%96%B

9%E3%83%83!!/131727/ 

93 痛み改善は暖めが大切!遠赤外線自然石の安心・安全・永久作用で経済的!暖かホルム【遠赤外線暖かスポーティーネックレ

ス】無地光沢ブルーＭ  
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http://opsk.club/t3183ks/entry1-33.html 

94 冬の必需品です。プラス携帯ホカロン！ 

パッドも暖めが必要です。 

https://www.sekido-rc.com/?pid=88911282 

95 飲料の温めを開始させます。押す事により調理庫内のスチームノズルが自 動的に下降し、蒸気による暖めが行われます。 

http://www.magna-i.com/download_top/manual_download/manual_flw.pdf 

96 さて柔らかいなと思ったら、左右に引っ張ってみましょう。硬くて引っ張れないときは暖めが 足りません。たまに引っ張

りながら様子を見て暖めます。 

http://insideseawater.chips.jp/kousaku/acril/acril1a.html 

97 家庭のレンジにもよると思いますが、はじめ暖めが足りず液が硬いまましました。 

https://jp.iherb.com/me/5628005410321180385 

98 シート冷却・暖めが面で可能になり、即効性に優れ、そして、そのシート冷却・暖めがブロアで可能になって重量が削減さ

れ、そして、コストが低減されるところの放熱型温調シートを提供する。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2012130587 

99 意識的には考えない「暖め」(incubation)の時間が 重要なことを実験的に検証 

http://ocw.u-tokyo.ac.jp/lecture_files/gf_26/4/notes/ja/04_ueda.pdf 

100 エアコンが効かなくなった、冷えや暖めが悪くなった、室外機の配管部分が凍っているなどは冷媒ガスがどこからか漏れて

いて冷媒ガスが減っていて起こる症状の 1つです 

http://smile-rescue.com/1461/ 

101 ピンポイントの暖めが可能 

http://mama-ira.com/1104/ 

102 セットするにも掛け布団をはがさなければなりませんし、暖めが終わった後には乾燥マットを一気に引き抜くと破けるの

で、やはり一度掛け布団をとって乾燥マットを外さなければなりません。 

http://blog.livedoor.jp/daifukumoney/archives/10729380.html 

103 使い方はとってもシンプルです。吹き出し口を掛け布団と敷布団の間に入れ、「冬」というボタンを押すと暖めがスタート。 

http://ikea.moo.jp/?p=3722 

104 暖めがしっかりできていればベアリングを穴の上に置くだけで   スルスルと入っていく。 

http://motor.geocities.jp/ypf_zenkyupaintman/TLM50/tlm50r-20.html 

105 こんなの朝飯前ならぬ出勤前～。 

エンジンの暖めが不十分で、オイル抜くのに苦労しました。 

が、無事終了。 

https://ameblo.jp/ypp-rally/entry-12220464577.html 

106 東京ですと 10月くらいまでならまあまあ過ごせましたが、 

11月に入ると暖めが鈍りだし、結局エアコンを入れました。 

http://blog.syo-ko.com/?eid=1260 

107 深夜の出発なので軽めの機内食です。 パスタの味は良かったのですが、暖めが 今一で、まあまあと言ったところです。 

http://www.d1.dion.ne.jp/~oken/la04.htm 

108 手軽にふとんの乾燥や暖めが出来ます。 

http://hfk-vh500.seesaa.net/ 

109 私はフライパンの暖めが不十分なんだといつもキリキリして 

熱々にしていたのにも関わらず、食材がフライパンにひっついてイライラしていました。 

http://www.patanouchi.com/bbs/onayami/c-board.cgi?cmd=one;no=7698;id=recipe 

110 撮影のために掛け布団をめくると 30℃台前半まで温度が下がってしまったが、10 分間の暖めが終了した直後の送風口付近

の布団の温度は 40℃を超えていた。 

http://news.livedoor.com/article/detail/11146614/ 

111 それから、私も次回試しますが、酵素風呂に入ってしばらくしたら、座り直して半身浴のようにして おがくずをお腹に入

れなおして更に暖めるのもコツだそうで。 

実は、私 おなかの暖めが足りないな と思いながら、今回は出てしまったので 次回やってみます。 

http://lehuahouse.exblog.jp/26235522/ 

112 １１年物のオーブンレンジが暖めが出来なくなりました。サービスセンターで見積もってもらうと基盤交換で５２５０円

とのこと。 

https://qanda.rakuten.ne.jp/qa777232.html?rel=innerHtml 

113 スタート直後のフロントタイヤの暖めがうまく出来ず序盤で大きく離されてしまい完全に前２台に離された後もクリップ

から先でアンダー傾向があったのでアクセルコントロールでリアを巻かせる運転で対処しようとしたが完全にうまくはい

かず練習不足だなと感じた。 

http://www.zap-speed.com/news/2014/03.html 

114 暖めが終わったらすぐに、ハケないしはウエスなどにガンブルーを浸けて速やかに塗る。（ハケは毛が細くしなやかなもの

で天然の繊維がベスト）  

http://www.anserfreak.ne.jp/rr/2003rr3.htm 

115 ご飯を炊く時は少しの量だと勿体ないと思い、３合くらいずつ炊いています。それまではラップに包み冷凍してたんです

が、暖めがむらになるんです。 

http://omosiro.xyz/100kin/%E3%81%94%E9%A3%AF%E6%B8%A9%E3%82%81-%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%81%A7%E5%87%BA%

E6%9D%A5%E3%82%8B%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%90%E5%9D%87%E4%B8%80%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%84/ 
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116 冬場（１月）の作業、車体はＨ６年式ですが割れは出ませんでした。 

（でも、暖めが足りなかった反対側は割れましたよ。） 

http://www.carmakecorns.com/message/message5/0638078964120758.html 

117 この体の暖めが不眠症に効くというのは公式でもはっきり書かれています。 

http://xn--eckiwo0a7bxa4bd3i1ebt90by185b.xyz/entry11.html 

118 細さ違いで 3種類 2本づつのセットですが、同時に暖めができるのは 4本。使用頻度や使用しやすさで太いタイプのみで 6

本同時に暖まるタイプのものがあればなおよし。 

https://online.nojima.co.jp/%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%9F-KHC-6011-

P-%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC/4981747024121/1/cd/ 

119 約３０分程度ですねー暖めが足りないともの凄く力が必要になる上 

下手をすると割れる事もありますのでその辺は気を付けてくださいｗ 

http://minkara.carview.co.jp/userid/807510/car/781672/1807447/4/note.aspx 

120 ２分弱チンしたところ、湯気がたちあがり熱々で暖めが完了しました。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0626/247963.htm 

121 ステンレスパイプにはフラックスを付けれは引っ付くのですが、 

銅板の方には暖めが足りないためかうまく引っ付きませんでした。 

http://www.nc-net.or.jp/knowledge/morilog/detail/12982 

122 女性は特に子宮と膀胱を一度に暖めれるのでいいですね。 泌尿器科のスペシャリストの奥井伸雄医師が、健康寿命を短く

してしまうのは尿トラブルとテレビで言ってました。暖めが大事ですね。 

http://rikae-make.jp/archives/1166 

123 ここで大事なのは表面の暖めが終わって冷えたら、裏面も同じように暖めることです。 

http://dai7.net/2014/07/05/ps3-ylod%E5%BE%81%E6%9C%8D%E8%A8%98-%E5%BE%8C%E5%8D%8A/ 

124 今回の成形の反省としては、コルクをしいたためか下半分の暖めが少し不足している感じだったので、次は、コルクは敷か

ずに暖める時間を少し長くして、全体をきっちり暖めて再チャレンジしたいと思います。 

https://dokomademoikuyo.wordpress.com/2013/09/18/bont-vaypor-premium-%E6%88%90%E5%BD%A2/ 

125 暖めが足りないと思い、コートするパーツ自体を事前にＭｒ．ドライブースに入れ暖めてから、コートするもやっぱり曇る。 

http://toz128.net/post-920 

126 ちなみに、この引き出しの左側、ストーブの側面にあたる部分にも蓋があるのが分かるでしょうか。この蓋を開けると空洞

になっていて、ここでも暖めが可能ですし、洋服などを乾かすことができます。真冬で凍ってしまう洗濯物も、小さければ

ここが一番早く乾きます。 

http://neo-ladakh.blogspot.jp/2011/03/blog-post_10.html 

127 2 ダイブ終了後、賢島本店で食べる場合  お湯、電子レンジがございますので暖めが必要なお弁当、カッ

プラーメンなどもＯＫです。  

http://aristodivers.com/fundive02.html 

128 広範囲の暖めが可能、オフタイマー搭載 

https://kaumo.jp/topic/76764 

129 まずは、温風の届き具合を布団全体の暖めでチェック！ 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=3773 

130 冬のテニスは事前の入念なストレッチと気になる患部の暖めで怪我の発生を減らすことができます。  

一家にひとつ、１年中使える便利なケアグッズ。  

http://minemura-net.com/fs/minemura/444-52 

131 ビューティー&バンビ 高周波で自律神経を安定させ、暖めで血流、血行がよくなり 冷え性の方も今から間に合います。  

http://www.monnaka-kato.com/info/2016/1017233353.html 

132 肩こり、腰痛など個々の症状に合わせた調節が可能です。 

また、温水による暖めで血流の改善効果もあります。 

慢性疾患の治療やストレスによる疲労回復に適しています。 

http://www.mizuoka-clinic.com/equipment.html 

133 冬コースには、ほかに所要時間約 120分の「ダニ退治」、そして、後述する「おやすみ前の暖め」がある。 

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/kdnreview/397101.html 

134 完全焼成タイプ。自然解凍・軽い暖めで使用可。ホテル朝食バイキング、老健施設、事業所給食向け。 

http://www2.infomart.co.jp/buyer/search/prod_detail_oroshi.page;JSESSIONID_TRADE=5dfe52998dfbe09fb228f906fc56

?0&oroshi_smcd=SGQ1FsyM&pid=6195240&IMReferer=/buyer/search/prod_detail.page 

135 ワイドな暖めで、複数の人が働く職場に適しています。 

http://www.rent.co.jp/sanki/contents/14data/heater_enseki.htm 

136 午後の RUNで脱水機不調になるがオイル補充とジェットヒーターでの暖めで復活。 

http://polaris.nipr.ac.jp/~domef/home/japan/drill/report/2-03.html 

137 身体がとても冷えていらしたので サウナとは違うよもぎ蒸しを気に入ってもらえて良かったです!!!身体の中からの暖め

で デトックス効果もさらに上がってまいりますので 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000380589/review/ 

138 外部からの暖めで、ある程度は暖かく感じますが持続はあまりしません。 

http://noyotsu.com/blog/2016/11/11/%E7%AC%AC%EF%BC%97%EF%BC%98%E8%A9%B1%E3%80%80%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%AE%E

6%95%B5/ 

139 やさしい暖めで、足元の冷えるオフィスや、就寝時の気になる寒さに最適です。 
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http://monipla.jp/magico/etp_review_item/pdcd-3740/ 

140 放射状の暖めで効率よく会場全体を暖めることができるのでより素早く暖めることができます。 

http://event21.co.jp/rei_281.htm 

141 へルシオのように脂が落ちるようには思えないので方法を教えてほしい 

用途は一般的なトースターと同じで、パンのトーストとフライの暖めであるが、一般的なトースターよりも仕上がりが良い 

https://iclub-circle.sharp.co.jp/review/review.php?cd=AXH1R 

142 床暖房を入れ、輻射熱による暖めで底冷えを無くし、エアコンの使用を減らしました。 

https://yasue.co.jp/gallery/detail.php?id=30 

143 ペット用湯たんぽ 湯～マット 

1 回の暖めで約 7 時間持続、何度でも繰り返しお使いいただけます。 ☆電気を使わない為コードがありませ

んので、噛んだり、絡まったりする心配もございません。 

http://www.midoriku-navi.jp/modules/popnupblog/index.php?postid=663 

144 緊張性はマッサージと暖めで楽になる。 

偏頭痛は逆に暖めると血管が膨張し、もっとつらくなるので、マッサージして首の根元を冷やすといいですね。 

https://www.befree-salon.jp/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/ 

145 『１』に生クリームを入れ、混ぜずにチン♪（普通の暖めで 10秒） 

https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1170001105/ 

146 床暖房を入れ、輻射熱による暖めで底冷えを無くし、エアコンの使用を減らしました。 

http://www.lixil-reform.net/scripts/usr/case_detail.asp?P=932437,5 

147 その後はオーブンの暖めでしばらく待ちます。その間に冷えてる時に BONT シューズを履き、足が当たる所、逆に隙間が出

来る所をチェック！ 

http://www.climbbikes.com/2010_12_11_4159.html 

148 １～３をしてもまだイモがかたい場合は、解凍ではなく「暖め」で、普通に３分ぐらい加熱する 

http://paulblog.blog.so-net.ne.jp/2010-02-14 

149 次に暖めるだけの水を沸騰まで持って行くのに大量の水と時間がかかります。 そして暖めで１５分。とこれだけで誰でも

面倒だ。ヤ～メタになります。 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~muroji/zakki.html 

150 係のかたからお風呂を入れるのと、部屋の暖めで時間をくださいとのことで、少しの間ロビーで待たせていただきました。 

https://www.rakudaclub.com/hotels/voice.php?id=80194 

151 夜間に症状出るのは本当に怖いですよね。うちは夜間病院が無かったためマッサージと体の暖めで何とか乗り切った覚え

があります。 

http://figureneet.com/archives/46936881.html 

152 暖めのススメ♪ 

http://ameblo.jp/kasai-nana/entry-11802085269.html 

153 季節柄、布団を暖めるモードを紹介してきたが、乾燥運転もチェックしておこう。放出される温風の温度や使い方は暖めの

時と同じだ。 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=3592 

154 お部屋の空気を暖める暖房機器は、暖めのエネルギー源に何を使うかで分類していくと、その特徴がわかりやすい。 

http://kakaku.com/article/pr/13/11_a-price/index.html 

155 降りる前の食事はなんとモスバーガー。焼肉バーガーだった。まぁ具材と暖めの都合上レタスは自分で入れる。 

http://4travel.jp/travelogue/11251194 

156 冷えと巡りに、冷えた生活習慣にヘスペリジン・柑橘類の繊維質から抽出されたポリフェノールのヘスペリジン 

柑橘類の皮や綿繊維や実の袋などは古くから「暖め作用、暖めの食品」とされてきました、その有効成分はヘスペリジンで

す 

http://www.kobayashihakkou.com/Hesperidin.htm 

157 基本性能 熱出力 40.7～24.3kW(5 段燃焼) 運転音(50/60Hz) 53～57/53～57dB 暖めの目安：木造 50坪・コンクリート 70

坪 

 https://www.uedakanamono.co.jp/blog/hrr480b-s 

158 宮崎のボランティアの健ちゃんが、暖めの毛布を小さく切り、それをすべてのケージに入れ、とにかく暖めることを最優先

にしました。 

https://animalnetwork.jimdo.com/2016/06/12/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E9%9C%87-%E8%A2%AB%E7%81%BD%E5%8B%95%E

7%89%A9%E6%94%AF%E6%8F%B4-%E7%8C%AB%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%A7%BB%E5%8B%95/ 

159 「素肌計画」または「素顔計画」を多めに使った暖めのテクスチャーで使用することで、 日焼けした肌にも負担を掛けず

に必要な水分をスピーディーに補給し、 ゴマの優れた肌再生力が傷んだ肌の再生を促してくれます。 

https://www.yui1.co.jp/special/procedure/ 

160 evanaは自然対流方式。風が出ないので暖めの立ち上がりは遅いですが、 

薪ストーブのようにじんわりあたたまります。 

http://hizuhoizu.jp/stove/post-hizu901 

161 カーボンヒーターの速暖性とシーズヒーターのゆっくりとした暖めの両方を活用することが出来る最強の一台です。 

https://mayonez.jp/topic/10129 

162 なぜか頭から尻尾まで濡れそぼり、折り重なっていた子猫 3匹もおり、このうち 2頭は暖めの甲斐もなく、その日のうちに

亡くなりました。 
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https://animalnetwork.jimdo.com/2016/06/19/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%84%9B%E8%AD%B7%E8

%A1%8C%E6%94%BF%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84/ 

163 サウナの遠赤外線と電子レンジのマイクロ波は物を暖めると言う性質は同じですが暖めの仕組みが違います 

http://sauna.healthy-mart.net/enseki-maikuroha-tigai/ 

164 ただ、気温は下がってきてますので身体の内側・外側も暖めのケアは大事ですよね^ ^ 

http://shigetaja.exblog.jp/m2015-09-01/ 

165 繁用する暖めの機能が少し弱いように感じます。もう少し強いとご飯がすぐに暖められてなおよかったです。その他の不満

は特にありません。 

http://www.biccamera.com/bc/item/1417348/ 

166 また、暖めの質を重視したい方はオイルヒーターを。 価格もかなり高いですが、見た目もオシャレですよね。 また、暖め

の質を重視したい方はオイルヒーターを。 価格もかなり高いですが、見た目もオシャレですよね。 http://shufu-

arekore.com/senmenjyo-danboukigu/ 

167 電化製品ではないので温度や時間調整もできません。ですが、暖めの威力と上部に鍋などを置いて調理ができたりと魅力的

な部分も多いです。 

http://roomclip.jp/mag/archives/28025 

168 庫内の温度を検知して加熱温度を調整してくれるセンサーです。レンジとしての暖めの時ではなく、オーブンとグリルの時

に 使 用 さ れ る セ ン サ ー に な っ て い て 、 温 度 設 定 し た 温 度 を 調 整 し て く れ る セ ン サ ー に な り ま す 。

https://2rooms.info/microwave-oven-choose/ 

169 レンジのワット数やレンジ内の汚れ等の理由で、中心部にまで十分に暖められていないのではないでしょうか？ 

一度試しに暖めの途中でご飯をかき混ぜてみたら？うちはそれで解決しましたよ。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2012/0114/475355.htm 

170 【コアちゃん】の方が早く暖かくなるんだけど、表面が熱くなっちゃうんだ！ 

その点、僕は暖めの即効性は無いけど表面を触っても熱くないからヤケドの心配がないから赤ちゃんやお年寄りのいるご

家庭では安心でしょ！？ 

http://www.stoverental.com/sanramera.html 

171 私が乗っているワゴン Rスティングレーは 4WDでつまり雪国対応の車種ですが、バックウインドウ（REAR）の暖めのボタン

に、サイドミラーも暖める機能が一緒になっています。 

http://dtp.jdash.info/archives/52001849.html 

172 ご近所さんによると、以前に似たような機械でリブマックス 12700を買って使っていて、今でも調子よく使っていると聞き

ましたので、こちらの商品を調べてみたところ、パターンもたくさん付いていて、暖めの部品やペン型の治療器も付いてい

るので、このリブマックス 12700を購入しました。 外観もかっこよく、とても気にいっています。 

https://sosnetwork.jp/popular/sunmedion_maxh.html 

173 ナルホド！！ドライアイスですか！！暖めの逆バージョンですね♪、、、、でも、肝心のドライアイスの取り扱いが『簡単』

ではないですよね（汗） 

http://tm144en.exblog.jp/13421848/ 

174 スイッチが“暖め”に位置する時：内部電池は電源を供給し暖めの機能を果たす。  

https://www.tee.tokin.jp/emc_test/information/gijiroku/1011-1.html 

175 普通車用で、付くか怪しかったですが、切断と暖めの加工で結構様になるぐらいに付けれました(o^^o) 

http://minkara.carview.co.jp/userid/1344065/car/1721741/2912176/note.aspx 

176 少々値段は高かったのですが、作りがしっかりしているのがよく分かりますし、デロンギのブランドに対する信頼性と安全

性を感じます。また、暖めの性能もオイルヒーターとしてはきちんとしていると感じますので、良い買い物をしたなと感じ

ています。 

http://www.akakomi.com/prod/425/ 

177 付属していた謎の物体ですｗ熱くなるから気をつけろ！触るな！って書いてあります。セラミックでできています。おそら

く、暖めの補助的なものだと思います。 

http://indy727.blog.so-net.ne.jp/2010-11-03-1 

178 昨日テレビで、掛け布団はたくさん掛けても意味ないとやっていました。  

上掛けより、下を暖めた方が暖めの効率良いらしいです。普通ですが、ボアシーツが良いと。 

http://girlschannel.net/topics/64951/ 

179 暖めのスイッチを入れてから 20分前後も待たされて、ようやく熱いシャワーのお湯がでる。待たないとぬるいお湯しかで

ないです。 

http://kankoryokoinfo.com/singapore/check-list-apartment/ 

180 スニーカーなどの布グツに。また下着などの暖めや、仕上げ乾燥に便利。 

http://home.osakagas.co.jp/search_buy/dryer/reason/reason_06.html 

181 あらかわいそう！ ビタミン剤と暖めやなぁ〜！ これ↓を多めに入れたり すごくしんどそうなら病院いってる！ 

(●´^`●) 鼻水出てる？ 

https://twitter.com/miyamotosayaka/status/619453033022255104 

182 ヘルシオでも、電子レンジの基本機能は付いていますので、暖めや解凍操作はできますよ。 

むしろその様な使い方のほうが多いのでは・・・。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14167740739 

183 お子さまを安全にお世話することを第一に考えておりますので、調理はお受けしておりません。お子さまのお食事・おやつ

は、ご家庭でご用意していただきます。ただし電子レンジでの暖めや盛り付けについては承ります。

http://www.shopro.co.jp/babysitter/faq/ 
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184 寒い冬の時期の布団の暖めや梅雨の時期のお布団や衣類の乾燥に♪年中大活躍の布団乾燥機♪【送料無料】象印 ふとん乾

燥機 スマートドライ RF－AB20 【RF-AB20/RFAA20/RFAB20/布団乾燥機/寝具/乾燥/衣類/ふとん/布団/シューズドライヤー

/ダニ退治/花粉/小物衣類/ZOJIRUSHI】(rf-aa20)  

https://review.rakuten.co.jp/item/1/238359_10037817/1.0/ 

185 冷え性は原因は様々ですが暖めやマッサージにより解消されます。 

http://www.rikitake-seikotsuin.com/symptom/cold/ 

186 布団乾燥・暖めや衣類乾燥に使用するアタッチメントには布団のサイズや洗濯物の量にあわせて運転時間の目安が書かれ

ているので、時間設定も迷わずにできそう 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=3773 

187 暖めや冷却することのできるＧｅｌ Ｐａｃｋと一緒にご使用下さい。 

http://bravi-hasegawa.co.jp/import.html 

188 離乳食の暖めや哺乳瓶の消毒の為の電子レンジや電子レンジ用の消毒器の有無。哺乳瓶の煮沸消毒サービスの有無 

http://www.airinkan.com/baby-wb.html 

189  「ふとん暖めマット」を搭載し、寒い季節のふとん暖めや子ども用ふとんの乾燥やダニ対策を行うことが可能 

 別売の衣類乾燥カバーを使用すれば衣類乾燥が可能 

http://kadenfan.hitachi.co.jp/lineup/category.php/05/050401/2/ 

190 レンジとポットもありますので、お弁当の暖めや、カップ麺などにご利用ください 

http://yoshimimaru.com/yoshimimaru.html 

191 ご持参のベビーフードの暖めや、お湯の用意は無料でさせていただきます。 

http://tiptop.jp/info.html 

192 布団の暖めや乾燥はもちろん、衣類乾燥にもオススメ♪ 

数量限定の特別企画だから見逃せません！！ 

http://ropping.tv-asahi.co.jp/junsanpo/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=128228 

193 温風での暖めや乾燥させたい場合に最適な暖房用品。【特長】・室内の空気を循環させながら徐々に乾燥させる。・大型キャ

スター付きで足場の悪いところでも移動がラク。・角度調節可能。 

https://jp.misumi-ec.com/vona2/fs_health/T1800000000/T1802000000/T1802110000/ 

194 ラクラク暖め＆乾燥！｢すぐぽかノズル」 

ふとん全体にしっかり温風を届ける「すぐぽかノズル」を採用。広範囲に風が届くのですばやく暖めや乾燥が行えます。 

http://www.yodobashi.com/product/100000001002806596/ 

195 温度センサーはトリプルではないようですが、牛乳の暖めや、ラップをかけたご飯の暖めや、解凍の精度はどうなのでしょ

うか？自動暖めの精度は優秀ですか?本製品はスイング赤外線ではないですよね。また重量センサーもないですよね？ 

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016657/SortID=19728896/ 

196 誘導加熱は通常、鍛造に先立ちボルトとネジの頭を予熱するために使用されます。 誘導加熱は、次のように暖めやホット

ヘディングに多くの利点を提供します: 

http://pdfo.ambrell.com/411-0128-19.pdf 

197 良い点はもちろん、暖めや冷却の機能や素材。暑さに弱い、寒さに弱い犬も心配なく季節を過ごすことができます。 

https://woofoo.jp/editors_desk/dog-bed-1/ 

198 電子レンジや電気ポット、真水が使えるギャレーを装備。 

お弁当の暖めやカップめんの給湯に対応できます。 

http://www.turisitai.com/yugyosen/yugyosen.htm 

199  片頭痛の場合は、暖めや揉み解しは逆効果になる場合があります。 

http://www.1onenation.com/headache.html 

200 布団乾燥・暖めや衣類乾燥に使用するアタッチメントには布団のサイズや洗濯物の量にあわせて運転時間の目安が書かれ

ているので、時間設定も迷わずにできそう 

http://news.livedoor.com/article/detail/11146614/ 

201 室内に入って冷蔵庫内への持込や、有料になりますが暖めや配膳が必要な場合は御相談下さい。原則、他のサービスを含め

て介護保険の利用をお願いしますが、どうしても限度額で単位が足らないなどお引き受けできる場合もあります。 

http://www.letitbe.jp/haisyoku.html 

202 電子レンジや食器洗浄機にも対応しているので、暖めやお手入れも簡単。 

https://www.amazon.co.jp/MYKONOS-%E3%83%9F%E3%82%B3%E3%83%8E%E3%82%B9-%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B3%E3

%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%A2-%EF%BC%AC%EF%BC%88%EF%BC%94%EF%BC%98%EF%BC%90%E

F%BD%8D%EF%BD%8C%EF%BC%89%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8/dp/B01DZSM4H0 

203 初診料・レントゲン・薬代含まず。再診料とリハビリ（電気での暖めや超音波の治療、処置料など）の目安です。 

https://caloo.jp/hospitals/detail/2112040440 

204 宅配冷凍食はレンジでの暖めや、湯煎するだけですぐに食事を取ることができるため、食事の準備に使っていた時間を別の

ことに使えます。 

http://xn--3kq10f5b663c4x1ekrj.com/ 

205  足元の暖めなどスポット暖房に最適♪デロン...のレビュー・口コミ 

https://review.rakuten.co.jp/item/1/217629_10000018/1.0/ 

206 お湯を沸かす場合、広口の湯沸しポットを持参されると、お茶やコーヒー、レトルト食品の暖めなどにとても便利です。 

http://www.camping-car-with.com/goriyou 

207 どなたでもご利用頂けます。もちろん、ミルク等の暖めなどもお気軽にお問い合わせください。 

http://www.biancara.com/marina/sp/facility/others.html 
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208 発汗やデトックス、暖めなど、アイテムによって様々な効果がありますが、わたしが今一番求めているのは、香りの良さ。 

https://baila.hpplus.jp/beauty/b_editors_eye/6304 

209 ブーツや靴に付いたニオイの脱臭・乾燥、スポットエリアや部屋(約 6畳)の除菌※4・脱臭、梅雨時の部屋干し衣類の脱臭、

冬のふとんや衣類の暖めなど、様々な生活シーンで一年中活躍します。 

http://www.sharp.co.jp/corporate/news/121005-a.html 

210 スペシャルフルカラーに使用するリタックフィルムは粘着力が強いため素材への転写が少し難しくなっております。転写さ

せるためには脱脂やドライヤーでの暖めなど工夫が必要になる場合がございます。 

http://www.inreta.com/specialcolor.php 

211 ジャポネは、本体、蓋、中蓋の 3つで構成されており、この容器 1つで、炊飯、煮込み、冷凍食品の暖めなどが可能。 

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/yajreview/628232.html 

212 お部屋にも電子レンジがあるので、哺乳瓶の消毒や離乳食の暖めなどに重宝できます。 

空気清浄機もありますので、乾燥による肌荒れや喉の痛みなどの心配も軽減されます。 

http://tabi.omni7.jp/7tabi/sp/piyo/information/hotel/oliental/ 

213 タイマー運転：乾燥時間を設定できるので、冬場の肌着の暖めなどにも便利。 

http://www.maruigas.co.jp/osusume/irui/483.html 

214 空焼きの心配はありませんが、熱くしたい時（缶コーヒーやレトルト食品の暖めなど）には不向きです。 

http://www.imaginet-de.com/item/nagekomi01.html 

215 人の動きを感知して自動で ON/OFFする人感センサー搭載で、無駄な暖めなどを省きます。 

http://www.oricon.co.jp/pressrelease/72078/ 

216 暖房能力や素早い暖めなどが強みの石油ファンヒーターは、2011 年 3 月の東日本大震災を経て節電要請に応える製品とし

て注目を集めた。 

https://www.ejarn.com/jpnews.aspx?ID=337 

217 ビストロのビストログリル皿での鶏のから揚げ？！やハンバーグ、スチームを使った茶碗蒸しやシュウマイの暖めなど、ビ

ストロで新しく体験できそうな料理法にわくわくしていたので、オーブン使用時のみ、スライド棚を引っ張り出してでも、

購入することを考えていたので、メーカーチェンジはかなりの切り替えが必要でした。 

http://review.kakaku.com/review/J0000000855/ 

218 2.薬物を用いないで、呼吸法や弛緩法、やイメジエリー、アロマテラピー、瞑想、音楽、マッサージや暖めなどにより痛み

を和らげる方法です。 

http://www.keiju.co.jp/ward/sankaindex.html 

219 ボート上で食べる場合、クーラーボックスに保冷剤を入れて  

持っていきますので暖めなど必要のない  

軽食（サンドイッチ、パン、おにぎり）等でお願いいたします。  

http://aristodivers.com/fundive02.html 

220 でも、この壊れたオーブンレンジが、まだ 3年くらいで 

新しいもので、暖めなどは問題なく出来るし、見た目も 

すごく綺麗なので勿体無く思うので、リサイクルショップ 

などで買い取ってくれないかと思っています。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/690145.html 

221 しかし、療法としてではなく、リラックス目的や冷えた足の暖めなど、市販されているようなレンジで暖めて使用するよう

なものであれば、医師の処方は必要なく使用していただいていいと思います。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1081473230 

222 寝る前のちょっとした部屋の暖め、洗面脱衣室やトイレの暖め、玄関の暖めなど、使用用途は様々です。  

http://jmty.jp/hokkaido/sale-ele/g-1076/a-1-sapporo 

223 また、電圧も高いため、電子レンジや電気ケトルなどの電化製品も日本にくらべ少ない時間で、暖めなどができ、牛乳など

は 20秒ほどで温めることができます。 

http://www.hondacollege.ac.jp/honda_e/gakka/nz2011/nz2011_W_Akira/posts/2011/06/57242582.html 

224 そんなこんなでバイトも終わり帰宅。冷蔵庫から取り出した食事の暖めなどをシャワー中に済ませておき、上がってすぐに

食べられるようにしておくことでログインまでの時間を縮めておきました。 

http://ncode.syosetu.com/n1300cp/134/ 

225 電子レンジは、冷凍食品や冷めたものの暖めなどに用いれば時間も節約できるし、場面に応じて上手に使えばエネルギーの

消費も押さえることができ、存在自体が優れた省エネ家電ともいえますね。  

http://www.earth-clean.com/select..html 

226 衣類の乾燥や部屋の暖めなどに使用しないでください ● 

異常燃焼や衣類の落下によって火災の原因になります・ 

http://www.tsunashimashoji.co.jp/wp-content/uploads/2014/01/F680D9-4.pdf 

227 庫内も広く、大きなピザも焼けます。火力調節して揚げ物の暖めなども出来き非常に便利です。調節つまみが下に付いてい

るので小スペースに置くことができます。値段も手頃で非常に気に入りました。 

http://joshinweb.jp/kitchen/388/4549549890599.html 

228 宿泊用の客室以外で授乳、おむつ替え、調乳、離乳食の暖めなどできるベビールームの用意。式場内にベビーベッドを設置

（レンタル）できるサービス。（30代後半） 

https://www.weddingpark.net/girlsstylelabo/research/2014/06.html 

229 更には、ワット数の４段切り替え機能が付いていて、用途によって使い分けが可能です。 

フライの暖めなども美味しくできあがるので重宝しています。 
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http://dairy.hibino-fukushi.com/?eid=1024122 

230 オーブントースターは、パンだけではなく、てんぷらやフライの暖めなど 

毎日フルに使用しているので、すぐにこのように真っ黒になってしまいます。 

http://kireina-mama.jugem.jp/?eid=35 

231 お部屋の除菌・脱臭／スポット暖房／衣類の暖めなど、1年を通してさまざまな生活シーンで利用できる 1台 7役。 

http://www.phileweb.com/kgp2014sp/result.html 

232 昨今ファンヒーターに慣れた現状だと部屋の暖めなどにはちょっと降りかもしれないが直接あたれば暖かい。 

http://ryoex.jugem.jp/?cid=24 

233 うちでも普段は冷凍ご飯やちょっとした温め、冷めた飲み物の暖めなどをよく使うのですが、全然だいじょうぶでした。 

http://healsio.at.webry.info/ 

234 何度も会って顔を覚えてもらえるくらいになったら、暖めなどの待ち時間の時 「学校 or仕事の帰りですか？」とか話しか

けるのがよし。 私生活から少し離れたことに関してまずアプローチすると、後々話しやすい。 

http://lifehack2ch.livedoor.biz/archives/51270115.html 

235 フトン乾燥機 KU-502は布団が干せない梅雨時期や、住宅事情、冬場の冷たい布団の暖めなど季節に合わせた使い方が出来

るふとん乾燥機です。 

http://www.nst21.com/eshop/futo/mono.htm 

236 スタバは食べ物を作ったりしないので、基本的にレジでトレーに乗っけて渡してくれます。暖めなどで時間がかかるものは

丸いカウンター(受け取り口)から渡された事もあるので、レジの定員さんの指示どうり進めば大丈夫です。 

https://okwave.jp/qa/q3488584.html 

237 基本に立ち返って・・・固定、暖めなどしっかりしていますか？ 

細くて逃げてしまう血管の場合には、あせらずゆっくりさすことがポイントです。 

http://www.nurse-community.jp/category1/251/ 

238 年金生活や私の給与を半分以上依存していても生活が苦しいぐらい貧乏な状態ではあるが、先日など電子レンジが故障し、

冷凍食品や既製品の暖めなど出来ない状態が数日続いていた。 

http://uin26079.cocolog-nifty.com/blog/diy/index.html 

239 本格的な韓国エステでは、ヨモギを使ったアカスリやホットストーンによる局部の暖めなど、寝ているだけでそれまでの疲

れが一気に吹き飛ぶような施術をしてくれます。 

http://tyaiesu-deriheru.info/2015/08/ 

240 足元の暖めなどのスポット暖房に活躍するセラミックファンヒーター 

http://leder-berlinger-sport.ch/yrqhfpkiugr/20378.html 

241 布団の暖め等はもちろん、使い方次第で便利に暖をとれるスリムなボトル型湯たんぽ☆電気・ガスを使用しない、環境と

お財布に、また空気を乾燥させないため、のどや肌にもやさしい 

http://list.qoo10.jp/item/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%87%91%E5%B1%9E-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E6%B9%AF%

E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%BD-%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E5%9E%8B900-%E5%B8%83%E5%9B%A3%E3%81%AE%E6%9A%96%E3%82

%81%E7%AD%89%E3%81%AF%E3%82%82%E3%81%A1%E3%82%8D%E3%82%93-%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%E6%AC%A1%E7%AC%AC%E3%81

%A7%E4%BE%BF%E5%88%A9%E3%81%AB%E6%9A%96%E3%82%92%E3%81%A8%E3%82%8C%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%81%

AA%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E5%9E%8B%E6%B9%AF%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%BD/438908233 

242 夕食１８００円 朝食７００円  詳細はこちら 

乳・幼児用メニューはございません（持ち込み可。暖め等の依頼も承ります。） 

https://www.kawaguchiko.ne.jp/~sakuya/ryoukin.html 

243 電子レンジ設置。食品の暖め等ご利用ください 

http://yado.knt.co.jp/photo/S470203/ 

244 練習走行では、今日一日の流れを作るための作業として、本番の 

予選３回アタックを想定して、走らせては内圧チェック、フロン 

トタイヤの暖め等を主にチェックしていました。 

http://www.yashiofactory.co.jp/yf_ibnt/d1_001_nikko_051118/ 

245 おすすめポイント 

グラタンやフライの暖め等にも便利な、火力 5段切り替え付です。 

http://www.kadenkozou.co.jp/0039.html 

246 ご飲食は、離乳食以外の持込は禁止となり、ご飲食の持込は固くお断りさせていただきます。 

その他、アレルギー等の事情によるお持込や、離乳食の暖め等は、お気軽にお声がけください。 

http://livsoka.com/blog/archives/140.html 

247 厨房使用費は料理などをする場合に必要です。 

（簡単なお茶、電子レンジなどによる暖め等は、部屋使用料に含みます。） 

http://www1.s-cat.ne.jp/sansho3/jichikai/space.html 

248 哺乳瓶の消毒やご持参された離乳食の暖め等も承ります。 

https://travel.dmkt-sp.jp/hotel/8146002/A2-B2CEHTL-066-10/ 

249 必要なくなったので売ります。まだ動きますが、なにぶん古い商品なので神経質でない方でお願いします。暖め等最近まで

使っていました。 

http://jmty.jp/kyoto/sale-ele/article-6n4y0 

250 クッキーや、ケーキ、電気調理器で暖め等出来るカレーやスープ等の出店者様も大募集！（電気調理器のみ仕様可能。カセ

ットコンロ等、火の出るものは仕様出来ません。） 

https://www.facebook.com/Ribbon.tenjikai/posts/807856905991595 
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251 確かにお風呂の場合は水圧が影響すると思うんですが、 

シャワーや今回の暖め等について、色々不思議だな～って思ってます。 

https://ameblo.jp/nishion/entry-12270046738.html 

252 急激な冷凍や暖め等の温度変化は製品破損の原因となりますので、お避け下さい。 

http://asupara.ocnk.net/product/211 

253 また電子レンジの買取りがダメでも製造されて（発売されて）7年ほどのもので動作ができ（暖め等ができ）綺麗な物なら

無料で引き取ってくれる場合もあるそうです。 

http://denshirange-syobun.seesaa.net/article/281764890.html 

254 デイサービスに行けば、日中の安全・入浴・食事等も確保できますが、ご本人がどうしても行かない・行きたくないと言う

のであれば、訪問介護（ヘルパー）に入ってもらって調理や食事の暖め等もできるのは…と思います。 

https://ansinkaigo.jp/questions/detail/555.html 

255 ♪電子レンジは、解凍や暖め等でしか使わないので、十分な機能でした☆ 

http://zebobu.hatenadiary.com/entry/2017/01/22/022300 

256 コンビニに入った、レジに行くがとても静か、ピッ、ピッ・・そして合計を見ろと言わんばかりに手招きされた。「なんだ

コイツは？」と思い顔を見るとマスク、胸には「声が出ません、暖め等はお声がけください」と書いてあった。 

https://tsuiran.jp/word/188661/hourly?t=1498708800 

257 田辺地域支援課長 大規模な施設の改修はできないが、小規模な機械の設置、暖め等であれば可能である。食事 を温めて提

供することを現在検討している。 

http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/16693/1/soumu20140313-14.pdf 

258 電子レンジ機能付き（最大出力 700W以上） 解凍・暖め等・発酵機能付き・オープン機能付き・運転時の騒音の低いもの・

普通の家庭用家電に詳しい方、上記の条件でお勧めのものがありましたらぜひお教えください。 

http://blog.livedoor.jp/cratz1/?p=3 

259 今の一万位のパナかシャープの短機能レンジって使い勝手どうですか？ 

用途は、弁当や惣菜、牛乳、カレーの暖め等です。 

http://2ch-matome-smartphone.blog.jp/archives/1023625608.html 

260 先生のご指摘の部分が９割当てはまり、びっくりです。 

水分補給と（コンタクトを使う率を減らしたり）背部の暖め等をしてかなり楽になりました。 

http://www5b.biglobe.ne.jp/~mddmsci/bbs1/64505337046376.html 

261 布団の暖めは、布団全体を熱するだけでなく足もとだけをポカポカにできるのがポイント。 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=3592 

262 私の場合は、買うおにぎりがだいたい中に肉系の具が入ってるタイプなので、暖めはかかせません。          

確かにマヨ系の具だといやですよね・・・。 

http://www.ozmall.co.jp/bbs/1-461480.aspx 

263 当店は心の暖めは行っておりません ( 全体公開 / 名前変換あり ) 「僕の心も暖めてほしいなー」 

https://twitter.com/masi_____ro/status/815937476116086784/photo/1 

264 endovascular および表面冷却することおよび暖めは提供する唯一の会社としてシステムを、製品のフィリップス 

InnerCool の系列患者、病院および臨床方法の特定の必要性に対応します。 

https://www.news-medical.net/news/20100330/28/Japanese.aspx 

265 また「エアコンの暖めは空気が乾燥するからいや！」という方もいます。 

給湯器やヒーターなどで有名なコロナですが、冷房にも特化しているので安心です。 

http://www.ys-energy.co.jp/blog/2017-06 

266 手首、足首：外は暖めて！室内の暖めは注意も！ 

http://matsunaga-trainer.com/2017/01/24/three-necks/ 

267 電池 ：タミヤ製タミヤパワーチャンプ GT（加熱器具での暖めは禁止） 

http://www.kumin.ne.jp/k-sta/race.files/2016regulation.files/20161106mini4A.pdf 

268 安全扉が開いている とランプは点滅し、蒸気による暖めは開始出来ません。 

http://www.magna-i.com/download_top/manual_download/manual_flw.pdf 

269 布団乾燥機での布団の暖めは 15分もあれば十分なくらい暖かくなります。 

http://morimoriking.com/201.html 

270 これでお部屋の暖めはもちろん、空気中のウィルスやカビの菌を分解除去してくれます。  

https://www.gas-plus.jp/products/detail.php?product_id=11 

271 暖めは 4畳で強にしてもなかなか暖かく感じず、乾燥するので加湿もすると、美顔器の様な協力なミストが噴射されまた部

屋が乾燥したと思うとまたものすごいミストがでます。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%9E-IRIS-

OHYAMA-SHH-

121-%E5%8A%A0%E6%B9%BF%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%92%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B0

151AENX8 

272 足からの暖めは重ね履き靴下を。 

一枚目は絹 100％なので、履き心地も気持ちよく、指と指の間の汗も吸収してくれます。 

http://www.tamaplaza-terrace.com/shopblog/detail.php?scd=000219&bid=4352 

273 ストーブ上部での暖めは勿論のこと、炉内が広く、扉の大きい薪ストーブならぜひ五徳とプレート、あるいはダッチオーブ

ンなどを使って直火の調理を。 

http://satoyama-sha.com/products/stove 
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274 こちらも味のバリエーションが豊富です暖めはレンジでは無く、ヒーターによって暖められ るのでパンが固くならなく、

おいしく食べれます。 

http://www.howdys.co.jp/contest/2014/f/hu-dozihanki.html 

275  第３章 「冷え」の原因を知り、暖めてみよう（足をマッサージして、「冷え」を探してみよう/ 暖めは地道。ありがたみ

は…少ない！？ ほか） 

http://www.hmv.co.jp/artist_%E6%9C%9D%E5%80%89%E3%81%91%E3%81%84%E3%81%A8_200000001052743/item_%E5%86%B7%E3%8

1%88%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BB%E3%82%A4-%E9%98%B2%E3%81%8E%E6%96%B9%E3%83%BB%E3%81%A4%E3%8

1%8D%E3%81%82%E3%81%84%E6%96%B9%E3%83%BB%E6%9A%96%E3%82%81%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E6%B3%95_5439716 

276 さつまいもとあんこの黄金コンビ☆ 暖めはレンジにおまかせ。 ちょっとした遊び心から皮 ... 

https://cookpad.com/search/%E3%81%8D%E3%82%93%E3%81%A4%E3%81%B0 

277 櫻井・有吉 THE夜会に出演したときには、「電子レンジははない。暖めはコンビニで。」といってました。 

http://wagonnavi.click/post-236/ 

278 血行をよくするためにやっぱり暖めは必要なんですねー 

腫れはひいてたので実行していますが治りが早い気がします 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1080975.html 

279 実際には、アイシングの後に直ぐ暖めるのです。 

保温ではなく、積極的に暖める。その暖めは “湿度の無い乾熱” ではなく、“湿度の高い湿熱” による暖めをするのです。 

http://www.kuroseseifukuin.jp/blog/entry/post-28/ 

280 レンジでの暖めは僕に任せてください！    

http://home.hiroshima-u.ac.jp/matsulab/gallery2009.html 

281 電子レンジのマイクロ波の暖めは水分子が＋と－の電気的な性質を持った特性を利用してマイクロ波の周波数を最適に調

整すると水分子がマイクロ波の周波数（＋と－が入れ替わる）に反応して振動して熱が発生するようです

http://sauna.healthy-mart.net/enseki-maikuroha-tigai/ 

282 が、ここで何と「HDDを取り外し忘れた」ことに気づきました。危うく二時災害を引き起こすところでしたので、暖めは中

断します。 

http://4449.hatenablog.com/entry/2012/09/09/194104 

283 立ち上がりの暖めは、ガスや石油の暖房器具で、暖まったらランニングコストの割安なエアコンで、など、それぞれの特徴

を活かし、エアコンを上手に使うことが、上手な節電につながります。 

http://tatamitai.com/saitama_1/kumagaya_shi.html 

284 「小椋義男」作  会津塗りの飯し椀 

炊き立ての飯はこれで・・・（漆塗りなので暖めはＮＧです） 

http://motor.geocities.jp/ayusuke_world/okiniiri.html 

285 卵の暖めは♂と♀交互に行われる巣箱が多いですが（図 2）、いつ行っても♀しかいない巣箱や、♂が餌（大型昆虫）をメス

に与えてすぐに巣箱を離れてしまうところも見られます。 

http://s.webry.info/sp/ganbatayousei.at.webry.info/201506/article_2.html 

286 いらっしゃいませー 

お弁当の暖めはどうされますか？ 

http://tabinomichi.com/?p=10776 

287 今日は寒かったので、そら事務所の入口にある薪ストーブに火を入れました。ストーブの下の部分はオーブンになってい

て、パンの暖めは成功！ 

http://n-sora.org/contents03.html 

288 スチームゆたぽんはスチーム成分として！？鉱物入り。 

初回の暖めは双方 50秒くらい行いました。 

http://www.cosme.net/product/product_id/10056381/review/504088836 

289 ク「お外の監視は任せといて」 

モ「おふとんの暖めは任せといて」 

モ・ク「タダじゃないわよ」 

http://moacrie.com/p/11189 

290 鯨のひげの竿先は、使い始めて半日位はとても具合が良いのですが、水分を吸ったり負荷を掛け続けますと曲がり癖がつい

て柔らかくなりますので、しばらくお休みをさせると具合が良いようです。また熱に弱いので急激な暖めはしないで下さ

い。 

http://www.k-zan.co.jp/?p=697 

291 床暖房はふく射熱で部屋全体を暖める効果があるのですが、明らかに部屋全体の暖めは無理と思われるような狭いエリア

の床暖房もよくあります。 

http://ismartokyo.com/2017/07/23/post-29/ 

292 また、「炎症を起こしているので、暖めは厳禁です。」というお医者さんもいらっしゃいます。 

https://emitasu.com/cases/case019/ 

293 レンジの暖めは２００Ｗがポイントです 

http://xn--

t8jm6a1c5gqbnl.net/%E6%9C%8D%E9%83%A8%E5%B9%B8%E6%87%89%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%8F%96%E3%82%8A%E5%AF%84%E3%81%9B

/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E3%81%AE%E6%96%99%E4%BA%AD%E3%80%8C%E7%9F%B3%E5%85%86%E4%BA%AD%E3%80%8D%E7%AC%B9%E3%81%8A

%E3%81%93%E3%82%8F%E8%B1%9A.html 

294 布団の暖めは、布団全体を熱するだけでなく足もとだけをポカポカにできるのがポイント。 
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http://news.livedoor.com/article/detail/10901887/ 

295 コストパーフォーマンスが高いです。 

暖めは、単に入れてスタート SWを押すだけで、自動で適温まで暖めてくれます。 

https://online.nojima.co.jp/TOSHIBA-ER-LD8-

W-%E9%81%8E%E7%86%B1%E6%B0%B4%E8%92%B8%E6%B0%97%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B

8-%E7%9F%B3%E7%AA%AF%E3%83%89%E3%83%BC%E3%83%A0-%2826L%29-%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82

%A4%E3%83%88/4904550944349/1/cd/ 

296 こめかみマッサージと暖めは良いが、バイブレーションはあまり必要ない。 

http://www.yamada-denkiweb.com/455943013 

297 “全面”なので、部分的な暖めはできません。 

http://eoshome-koshigaya.blogspot.com/2015/11/7-1.html 

298 しかし、サンドイッチ類の暖めは聞いてくれたり、くれなかったりなのに、 

おにぎりは毎回聞いてくれる。 

http://www.enpitu.ne.jp/usr/9352/diary.html 

299 暖めはレンジで 60秒程、直火でも OKです。 

https://r.gnavi.co.jp/e749100/lunch/ 

300 ただし、暖めは電子レンジで行われた。 

一人きりの食事は慣れているが、周りが何らか連れ立っている人ばかりなので妙に形見が狭い。 

http://gyusyabu.ddo.jp/NSX/NSX11b/DSN110727.html 

301 暖めは真空ポンプで引きながら行った。何度かピークが見えているが、おそらくはアウトガ スであろう。 

http://www.ioa.s.u-tokyo.ac.jp/kibans/anir/reports/060606cool.pdf 

302 暖めは、手のひら程度じゃダメでした。 

https://datsumo-salon.co/?p=1512 

303 ここを暖めるとリラックス効果が高いため、痛みが緩和しやすいです。 

この部分の暖めは普段から行うことをお勧めします。 

https://kobayashi-sekkotsu.com/symptoms/post-2340/ 

304 只今、修理見積りで真っ青。 

冬の冷たい路面でのタイヤの暖めは怠るなかれです！ 

https://imp.webike.net/diary/48869/ 

305 上の紹介にもありましたが角煮饅頭です。暖めはレンジでチンで OK。 

http://www.geocities.co.jp/Foodpia/3038/000205_keio/index.html 

306 暖めは早速今晩から実践したいと思います。ありがとうございました！ 

http://q.hatena.ne.jp/1164296528 

307 エンジンでの暖めは缶コーヒーでやります。 

忘れて走って紛失やブローで呑ませてやってます。 

http://rara.jp/enjo/page3165 

308 ということで、ドライヤー登場。 

暖めはドライヤー、冷却はエアダスターを使うと便利かと思います。 

http://kaijin.akiba.coocan.jp/main/fig/photo/metamonagato.html 

309 真冬の購入ですので暖房だけのレビューになりますが、立ち上がりの暖めこそパワフルに動くので音はそれなりにします

が、温度が安定すると静かになります。 

http://review.kakaku.com/review/K0000441641/ReviewCD=567340/#tab 

310 実行してたからこの季節に入ってもとっても元気＾＾ 

カラダの暖めこそが健康の必須と実感です 

http://www.summit-fun.jp/?p=44771 
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5．「温め」に関する用例 

番号 用例 

1 冷凍ご飯とおかずの温めが同時にできるスゴ技 

http://panasonic.jp/range/lesson/sugowaza/douji.html 

2 温め時間はあくまでも目安ですので、温めが足りないと感じられる場合は、様子を見ながら（10秒ずつ）追加で温めてくだ

さい。 

http://www.rockfield.co.jp/news/range/ 

3 『冷凍の温めが上手くいかない』 のクチコミ掲示板 

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013204/SortID=19111410/ 

4 ですから、この場合、ヘルシオのしっとり温めが一番お求めに近いのかなと思います。  

http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%97g%82%B0%95%A8&bbstabno=2&topcategorycd=16&categorycd

=2115 

5 『温めが・・・ムラに』 のクチコミ掲示板 

http://bbs.kakaku.com/bbs/21158010135/SortID=2440227/ 

6 電子レンジの温めが終わってお皿を出しましたが、まだウィーンという温めの音が止まりませんでした。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13145234373 

7 料理・保存・温めが 1つでできる ニューセラミックお鍋 

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%88-%E6%96%99%E7%90%86%E3%83%BB%E4%BF%9D%E

5%AD%98%E3%83%BB%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%81%8C1%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B-%E3%83%8B%E3%83%A5%

E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%8A%E9%8D%8B/dp/B000AQOE1K 

8 （東京都港区）は、温めが便利な弁当箱「サーモス フレッシュランチボックス（ＤＪＭ－５７０）」を１月１０日に発売

する。 

https://mainichi.jp/articles/20161226/ddm/008/020/023000c 

9 パナソニック、最大 850Wのインバーター制御で温めが速い電子レンジ 

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/news/566994.html 

10 ボタンひとつで簡単温めがしたい方におすすめ。60Hz 専用もあります。 

https://sakidori.co/article/44887 

11 少し温めが気になった 次回に期待元気屋さん。 

https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140105/14002937/dtlrvwlst/B18338400/ 

12 ■ スコープを 5秒間挿入するだけで温めが完了します。 

http://www.covidien.co.jp/product_service/surgical_pdf/Naishikyo/ct-as-tr-clea.pdf 

13 惣菜パンの 温めが上手く出来ず硬くなってしまいます。 

https://www.kitchen-pocket.com/question/qa/range/357/ 

14 超小型の電子レンジが登場。持ち運んでいつでもどこでも温めが可能に 

http://sanda.ga/?s=gTX 

15 ただ、牛乳の温めがめんどうなんですよね。 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=10235 

16 蒸し器、電子レンジ 200Wでの温めがおすすめです。 

http://www.ieat.jp/pdf/d_time.pdf 

17 ラップなしでの温めができたりするようす。 

http://panasonic.co.jp/ism/steam/00.html 

18 買い替え後、レンジでの温めがワンタッチで適温にできる。 

https://www.kaden-kensaku.com/blog/microwave-oven%E3%80%80osusume/ 

19 排卵日前後の温めが妊娠へのカギ 

http://xn--r8j090goqc52k6ri.com/hairanbi-hie.html 

20 電子レンジは「温め」が一番得意ですが、まだまだ効果はたくさんあります。 

http://toshiba-mirai-kagakukan.jp/learn/download/pdf/leaflet_21.pdf 

21 ご飯炊きとレトルトカレーの温めが同時にできる調理機器あります 

http://towakk.tumblr.com/post/130596839821/%E3%81%94%E9%A3%AF%E7%82%8A%E3%81%8D%E3%81%A8%E3%83%AC%E3%83%88%E3

%83%AB%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%81%8C%E5%90%8C%E6%99%82%E3%81%AB%E3%

81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E8%AA%BF%E7%90%86%E6%A9%9F%E5%99%A8%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99 

22 温めができない時は、思い切って衣を残すこともカロリーダウンする方法の 1つです。 

https://www.msn.com/ja-

jp/health/other/%E6%8F%9A%E3%81%92%E7%89%A9%E3%82%92%E3%80%8C%E5%A4%AA%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%8F%E3%81%8F%E7

%BE%8E%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%8F%E9%A3%9F%E3%81%B9%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%8D%E3%81%8C%E3%81%82%E3%

81%A3%E3%81%9F%EF%BC%81/ar-AAlIRfK#page=2 

23 その方法の一つに即効性の高い肩甲骨の温めがあげられます。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000014697.html 

24 『腰痛は温めが必勝！！！』 

https://genkido777.com/blog/2016/11/06/%E3%80%8E%E8%85%B0%E7%97%9B%E3%81%AF%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%81%8C%E5%BF%

85%E5%8B%9D%EF%BC%81%E3%80%8F/ 
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25 夏のお腹トラブルには○○の温めが効く？暑い季節ならではのカイロ活用法【恋占ニュース】 

https://cocoloni.jp/love/346098/ 

26 就寝前の温めがポイント 

https://nishikawa-

style.jp/news/%E5%B0%B1%E5%AF%9D%E5%89%8D%E3%81%AE%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%81%8C%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%8

3%88/ 

27 電子レンジでの温めが可能な「蒸できスタンディングパウチ」がセブンゴールド 3商品で採用、 

パッケージのライフサイクル全体における CO2排出量を約 40％、水消費量を約 70％削減 

http://www.toppan.co.jp/news/2016/09/newsrelease160908_2.html 

28 夏冷えの悩みには内側からの温めが大切 

https://ameblo.jp/enchant1121115/entry-12272818814.html 

29 温めが終わりましたら、レンジから釜を取り出し、１～２分程そのまま蒸らしてください。 

http://aburaya.shop/chagamameshi/ 

30 なお、フラットタイプのレンジの場合は、逆に真ん中の方が効率良く温めができます。 

https://www.tainavi-switch.com/contents/1308/ 

31 解凍が得意な電子レンジがほしい、とりあえず温めができればいい、など目的によって電子レンジの選び方は変わってきま

す。 

https://kurashinista.jp/column/detail/3165 

32  特殊パッケージを採用し、袋のまま電子レンジで温めが可能です。 

http://www.kubotaice-shop.jp/shop/item_list?category_id=443202 

33 広い庫内でもムラなく温めができるように大型のアンテナを搭載しています。 

アンテナというのは電波の受け皿ですかね。 

http://siromonoblog.com/?p=553 

34 夏のお腹トラブルには○○の温めが効く？暑い季節ならではのカイロ活用法【恋占ニュース】 

https://woman.excite.co.jp/article/love/rid_Cocoloni_346098/ 

35 約３分で温めが終わり、ボタンが消灯します。 

https://www.nespresso.com/shared_res/manuals/aeroccino/www_Aeroccino3_Z3(EN_JP).pdf 

36 温めが完了したら、化粧水をコットンにとって、肌になじませてください。 

https://www.mamatenna.jp/article/22310/ 

37 フタをしたまま電子レンジで温めができるよ！ 

https://www.lecinc-

anpanman.jp/products/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%EF%BC%88%E8%A7%92%EF%BC%

89 

38 揚げ物の温めがサクサク：これはウォーターオーブンだからなのか本当にサクサクになって揚げたてのようになっておい

しいです！ 

http://xn--kck2a3fzd8ab3d.jp/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%97-ax-

xp200%E3%81%AE%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F%E6%8F%9A%E3%81%92%E7%89%A9%E3%81%AE%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%81%8C%E3%8

2%B5%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%81%AB%E4%BB%95/ 

39 代謝が低下してしまった筋肉リスク型の方には、温めが必要です。ただし、背中以外を温め、長時間温めないこと。 

アイスノンなどで背中を冷やすことにより UCPが活性化します。 

http://www.amrta-roppongi.com/dna-3.html 

40 世界の委員長 #31コンビニの温めがぬるい！ 

https://www.youtube.com/watch?v=8QmB-g2Lpko 

41 お湯は熱く冷えた体を芯から温めてくれる源泉掛け流しです。熱めと温めが二つある浴槽は、熱めは本当に熱いです。 

https://www.tripadvisor.jp/ShowUserReviews-g1120321-d11983153-r474440833-Sansan_no_Yu-

Iwanai_cho_Iwanai_gun_Hokkaido.html 

42 チョコレートの温めが不十分だった 

http://www.callebaut.com/ja-

JP/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%8D%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%

AF/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/%E3%83

%81%E3%83%A7%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%8D%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%B9 

43 夏の温めが妊活にオススメ！下半身を温める夏の入浴法で妊娠体質に！  

https://excefk.com/2016/03/26/natsu-nyuuyoku/ 

44 体内の冷えがアトピーを悪化させる：お腹の温めが改善に有効 

https://kenko-jouhou.com/allergy/atatame.html 

45  レンジシール FKタイプ 未開封のまま電子レンジで温めが可能 

http://www.packweb.biz/category/view/id/3547/ 

46 とにかく顔をむくｋませないためには、温めがとても重要。 

https://otonasalone.jp/17189/ 

47 温めが弱い場合は時間を伸ばして調整してください。 

https://trend-news-today.com/1159.html 

48 バゲットをはじめとした固いパンから、ロールパンやコッペパンなどのやわらかいパンまでの温めができます。 

https://mi-journey.jp/foodie/36650/ 
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49 1.テンガの温めが不十分だった 

 https://bokete.jp/boke/41347524 

50 以前に同じように温めができなくなったことがあります。 

コンセントを抜いたり色々やりましたが、最終的に中の天井部分の鉄板みたいなところをよく拭いたら直りました。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5192092.html 

51 やっっっと、暖かくなってきましたね！ 

とはいえ、冷え冷え女子さん、「温め」は冬だけのものではないですよ。 

http://kuraline.jp/read/special/atatamebu/3169/ 

52 一方でうずらの卵の場合、「有精卵」と呼ばれる受精した卵が紛れ込んでいます。そのため、温めがうまくいけばひなが誕

生する可能性が高いというわけなんです。 

https://macaro-ni.jp/34703 

53 5℃以内であれば、温めが可能ですが、非加熱で調理しているため、衛生上好ましくないと考えられます。調理後は加温せ

ず、できるだけ早めにお召し上がりいただくことをおすすめします。 

https://www.healthy-food.co.jp/faq/ 

54 簡単にできる蒸しタオルでの温めがおすすめ。 

http://the-

reflex.jp/%E7%BE%8E%E5%AE%B9/%E7%9B%AE%E3%81%AE%E7%96%B2%E3%82%8C%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%9

5/ 

55 温めが完了していなくてもイオンクレンジングは行えます。 

https://www.tescom-japan.co.jp/support/manual/pdf/beauty/TE200.pdf 

56 このお酒は温めが旨い？ 

それとも冷やしが旨い？ 

http://www.kagataya.net/new/2017-10-05-172207.html 

57 温めができる最低の量は電子レンジの取扱説明書に記載されていますので、それ以下の容量の場合は電子レンジで加熱し

ないようにしましょう。 

http://energy-navi.com/microwave-2/ 

58 「体温のおはなし～ほどよい温めがカラダを変える～」講師：奴久妻 

http://thermo-cc.com/news/170715.html 

59 買ってきた惣菜を温めるのにも使いますし、料理のとき、野菜に火を通すために使うこともありました。 

温めが使えないのでは、電子レンジの意味がないなと思い、困っていました。 

http://www.waku2mall.com/161/ 

60 さらにこの露天風呂の湯温は 40℃弱のため、温めが大好きな私は 1時間近くそのまま浸かっておりました。 

http://4travel.jp/dm_hotel_tips_each-11402912.html 

61 上記の温め時間は電子レンジの種類により異なります。温めが少なかったり温め過ぎになる場合がございますので、様子を

見ながら、調整してください。 

http://www.ka-rin.com/hot-pack/ 

62 日本のひもを引っ張ると化学反応で温めが始まる駅弁と同様に、化学反応で弁当を温めます。 

http://ent.smt.docomo.ne.jp/article/212183 

63 顎関節症では咀嚼筋の顕著な緊張が確認され、筋肉のこわばりを解消するためには温めが一番です。 

http://www.gakukansetusyou-sick.com/category/hiyasu-atatameru.html 

64 排卵前後の体の温めが重要 

http://ninkatu.com/%E5%A6%8A%E6%B4%BB%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%8B%89%E5%BC%B7%E3%80%80%E3%80%9C%E5%A6%8A%E6%B4%BB

%E3%82%92%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%9F/

%EF%BC%93%EF%BC%95%E6%AD%B3%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%A6%8A%E6%B4%BB/%E6%8E%92%E5%8D%B5%E5%89%8D%E5%BE%8C

%E3%81%AE%E3%80%8C%E4%BD%93%E3%81%AE%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%80%8D%E3%81%8C%E9%87%8D%E8%A6%81/ 

65 魔法びんのサーモスから新しいお弁当箱♡ “フタ付きの中子(なかご)”で温めが便利♪ 汁気の多いおかずも味移りしに

くい！ 

 https://limia.jp/idea/62327/ 

66 フライの温めがサクサクに！HITACHI オーブン電子レンジ MRO-MS7-W 省エネ度はよくわからないけど、その他は問題な

し。 

 http://hitachimroms7wr.seesaa.net/article/387621879.html 

67 施術ですが温めが多い施術なので冷え性の私でもあたたかくなり良かったです。 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000076435/review/ 

68 ロビーにございます。この他、レストランでもお温めが可能です。ご利用の際は、フロントにお申し付け下さいませ。 

http://www.hotelnewgaea.com/oitaekimae/facilities/ 

69 冷えには「３つの首」からの温めがオススメ！ 

 https://tokyo.cawaii.media/mina/36906 

70 温めが足りなければもう少し温める時間を長くして、温めすぎてしまったときはしばらく時間を置いて人肌程度に冷まし

てから使うようにしましょう。 

http://josei-bigaku.jp/renchin32425/ 

71 上位機種は高価でサイズも大きく、トーストや温めがメインなので、スチーム機能をそんなに使うか？、というと迷い… 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2013/0219/574520.htm 

72 血流が増加し、皮膚の温度が上がるため、温めを行わないでください。 
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http://calderaintl.info/atatametiming.html 

73 温めると筋肉をリラックスさせ、血流を促進します。 

温めを行うタイミングは、運動前・運動をしていない休憩時になります。 

https://ranrun.jp/healthcare/physicalcare-160725 

74 基本的に電子レンジでの温めをおすすめしています。方法や時間はこちらの一覧を参考にしてください。 

http://www.rocｎkfield.co.jp/sp/atatame/ 

75 40℃の蒸気による目もと温めを体験した人にアンケートを取ったところ、「頭のスッキリ感」「爽快感」などの感想があり、

「全体的な疲労感」は目もと温めの前後で減少しています（グラフ①）。 

http://www.well-lab.jp/201610/recipe/9593 

76 電子レンジとトースターを組み合わせると、トースターだけでは不十分だった温めを電子レンジが補ってくれるため、サク

サク温かい状態を再現しやすいそうです。 

http://tg-uchi.jp/topics/4317 

77 電子レンジは電磁波を照射して水分子を振動させ 

その摩擦熱を利用して温めを行いますが、 

木は水分を含んでいるため電子レンジに入れると 

加熱されてしまい水分が蒸発し変形したり 

熱を持って発火してしまう可能性もあるのです。 

https://yakudachisan.xyz/dennsirennji-misosiru-atatame-1101 

78 温めをすると開閉下部の内部歪みで蒸気が漏れ続けます 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000255949/SortID=19595374/ImageID=2423418/ 

79 焼き鳥の温めをグリルでやるとうまい！ by 洒々落々 

https://cookpad.com/search/%E7%84%BC%E3%81%8D%E9%B3%A5%20%E6%B8%A9%E3%82%81 

80 全体がまんべんなく温められていればそのまま残り残り半分の時間も温めを継続、もし温められ方にばらつきがあれば、食

材が温められやすい「ホットスポット」の方向に食材をまとめたり、位置をずらしたりしてみよう。 

https://www.olive-hitomawashi.com/cooking/2017/06/post_120.html 

81 自動温め直し機能を解除できない場合は、約１分間加熱後に、温めを取り消しされるか、扉を少し開けることによって温め

を中止してください。 

https://www.kobayashi.co.jp/cgi-bin2/qa/detail.pl?goods=340&id=13 

82 6個以上チェックがついた人は、胃腸が冷えている可能性があります。 

今すぐ温めを実践しましょう！ 

https://www.yomeishu.co.jp/icho_meneki/ 

83 解凍機能を取りたいがために温めをあきらめるのも何だかおかしい気もしますし、それで結局私も MRO-SV1000 に行きつき

ました。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019200/SortID=20660921/ 

84 温めを開始するタイミングは、お食事開始 20～30分前が目安です。 

 http://www.prime-deli.net/hot.html 

85 特別会議室、多目的ホールでのレセプション等で提供する飲食物の配膳や温めをすることができます。 

https://www.f-i-a.or.jp/ja/plaza/facilitys/rental/3f/pantry/ 

86 極度に凍っているものの場合、マイクロ波が先に表面の水の分子を温めるのに奪われてしまい、マイクロ波が内部に到達す

る前に表面温度が上がりすぎて、センサーが作動して温めをやめてしまったりします。 

http://fusen.xyz/1591 

87 普通の電子レンジと違い、金属製の容器、缶詰を使って温めをしても火花が出る事はありません。レトルトカレーもそのま

ま温められます。 

http://www.c-able.ne.jp/~ntvs5005/tyouri.html 

88 昼間コンビニにハンバーグ弁当を買いに行ったら温めを断られたのですが、１５００Ｗ５０秒って温め出来ない商品なん

ですか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14143934004 

89 たいていの店員さんは無駄な時間を省くために、温めをお願いすると先に電子レンジに入れてスイッチを押し、その他の商

品をピッして、袋入れて、精算終わる頃には温めも終わるんですが、なぜかたまにお金のやり取りが終わるまで頑なに電子

レンジに入れない人がいます。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12177523152 

90 つまり、食事の 30 分前に温めを開始する必要があり、同時に 1 個までしか温めできないので、複数個食べたい場合は本製

品も複数必要になるので注意が必要です。 

https://kakakumag.com/chosatai/?id=10165 

91 kuralineの大黒柱。年始に腰を痛め、温めをこれから強化していきたい。 

http://kuraline.jp/read/special/atatamebu/2192/ 

92 温かく食べたいものは温かく、冷たいまま食べたいものは冷たく 

“フタ付きの中子(なかご) ”で、お弁当の温めを便利に！ 

https://www.thermos.jp/info/detail/20161201123733.html 

93 ですが本当の願いは「温めをしなくても膝が痛くない自分」になる事ではないですか？ 

http://hirakiseikotsuin.com/blog/%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E3%80%81%E8%86%9D%E3%

82%92%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F/ 

94 同じＴＶ見てました。確か温めを何回かするにしても、総温め時間が１０分以内って言ってましたよ。 
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http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2015/1020/735896.htm 

95 今回は一人で利用し、一番シンプルなオリジナルグレーズドを一個だけ注文したのですが、店員さんが「温めますか？」と、聞いてくれ

たので初めての温めをお願いしてみました。 

https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131307/13151503/dtlrvwlst/B117967695/ 

96 まだまだ寒い日が続きますね☆水素で体の温めを！ 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000373164/blog/bidA012947288.html 

97 入室を検知すると、便座の温めを開始し、ECONAVIランプが点滅します。 

http://sumai.panasonic.jp/support/toilet/shingata_alauno/howto/p14.html 

98 そして会計をして貰っている途中で弁当の温めを促した直後に、「お箸と唐揚げはお元気ですか？」と、唐突に面白おかし

い意味不明な言葉を発してしまって、店員と投稿者、お互いが困惑する事態に。 

http://news.nicovideo.jp/watch/nw2982707 

99 ご希望される方に離乳食の温めを行います。 

http://www.shiraraso.co.jp/family/ 

100 【電子レンジで料理を温める】→【温めをコンロ利用に切り替える】 

http://kushiro-gas.co.jp/setuden 

101 桐生一馬さん、コンビニでとんでもない温めをお願いする 

http://after690.jp/blog-entry-790.html 

102 温めは、特許を取得した特別な道具を用いて行います。   

今までにない極上の温めを、お時間の許される方はぜひお試しください。   

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=1428706&id=81168140 

103 食中毒に気をつけるためにも、しっかり加熱できる鍋での温めをおすすめします。 

http://kitchen-report.net/curry-save 

104 イオン導出＆温めを取り入れて、毛穴汚れを引き出し、浸透力をサポート。 

http://www.tescom-japan.co.jp/products/beauty/esthe/TE200.html 

105 好きなことをして冷めてしまってまた温め直しての要望出たら腹が立つでしょうね。要望が出ない限り旦那さんの食べ始め

るペースを理解してあげては？再度温めを要望されたら自分でやっていただく。 

http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=1814683 

106 本日夕刻届きました。 早速、エビフライの温め、トースト、ピザの温めをしました。全て納得の結果です。 

http://www.irisplaza.co.jp/Index.asp?KB=REVIEW_S&ITEM_CD=H561636F 

107 今し方のローソン、お弁当の温めをたのんだら、冷たいドリンクとサンドイッチと袋一緒でも良いですかって聞かれ

ました。 

https://twitter.com/moo2501/status/807804734639718400 

108 温めをオススメ！ 

http://mognavi.jp/assessment/4536571 

109 離乳食の温めをご希望のお客様へ 

http://www.kijimakogen-park.jp/service/suckling.html 

110 バンドヒーター等で 20缶の温めを行う場合は、必ず缶のフタを開けて行って下さい。 

缶を密閉した状態での温めは非常に危険です。 

http://www.soshin-j.co.jp/manual/o6-1.html 

111 ローストチキンの温めをオーブンでやる方法は？ 

http://kurasinotorisetu.com/537.html 

112 サイゼリヤではアイスやスイーツなど冷たい商品の温めを無料でしてくれます。 

https://xn--idk0bn6gt664c.com/saize/1086/ 

113 このようにうまく冷やしと温めを使い分けることが大事です。 

http://www.altstadter-helen.com/hot.html 

114 女性の冷え事情・・・不妊に悩む方は温めを 

http://www.jolie-

coeur.com/%E5%A5%B3%E6%80%A7%E3%81%AE%E5%86%B7%E3%81%88%E4%BA%8B%E6%83%85%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB%E4%B8%8D

%E5%A6%8A%E3%81%AB%E6%82%A9%E3%82%80%E6%96%B9%E3%81%AF%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%82%92/ 

115 炊飯は発生しておらず、レンジでご飯、惣菜の温めを本人が行っている。 

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/013/225/tokki_bunrei_4igai.pdf 

116 手間をかけずにおいしく食べたいコンビニ弁当だからこそ、「最適な状態」への温めを目指して、ダウンロードしてみて

はいかがだろうか。 

https://dot.asahi.com/apc/2014100100084.html 

117 扉を開けず、温めを中止して（取り消しボタン等）、電源プラグを抜き、火が収まるのを待つなど、取扱説明書に記載され

ている対処方法を事前に確認しておきましょう。 

http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2015/10/60pa8100.htm 

118 滞在に温めをプラス、専用プランにてご宿泊可能な「温めルーム」には、お部屋で自由にお使いいただける温めグッズを揃

えキレイをサポートいたします。 

http://utocods.co.jp/sc/winter.html 

119 ポーラより「血行促進と温めを実現」 この冬にうれしいインナー発売 

https://woman.excite.co.jp/article/beauty/rid_Leafhide_beauty_news_wmPk7Fz95/ 
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120 とはいえ、毎日温めを意識した食事を用意するのもなかなか大変なものですよね。  

http://www.fracora.com/beautycolumn/1359/ 

121 ダイヤルを回して「27」にセット。温めを開始してみると、石窯オーブンと過熱水蒸気の両方が使われる「ハイブリッド石

窯」と表示された。所用時間は 11分である。 

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/longreview/201003_02/355453.html 

122 蛇口をひねってから温めをスタートするタイプの温水器。設置場所の制限が少ないのがポイント。 

https://www.nihonstiebel.co.jp/products/water_heater/ 

123 温めライナー温布で、外からの温めをする 

http://sanoyukie.com/onkatsu/onpu 

124 ② 全体的に水分を飛ばす為に、電子レンジは中設定(500W程度)で温めをお奨めします。 

またその際に、30秒弱の短時間での温めを行い、ケースを揺らすように中のシリカゲルペレットを動かし、 

https://www.wilson.co.jp/news/news3055.html 

125 冷蔵庫保管や温めを希望されない方はお弁当をお出し頂く際にお申し出ください。 

http://ogiso-children.com/news2.html 

126 種類はさんまのかば焼きの缶詰で、別のお皿に移してラップをかけてレンジの温めを押しました。 

http://minnano-cafe.com/topics/4552 

127 スーパー内で最終的な調理や温めをしたお惣菜は、できたてのおいしさを味わえます。 

http://www.ekibento.co.jp/bonrepas/ 

128 トイレをあまり使用していない時間帯を見つけ、自動で温度を下げます。このような製品は、ムダな温めをしないため省エ

ネルギーです。 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/gel/ghg-guideline/house/measures/view/83.html 

129 せんねん灸琵琶湖で頭や首とかの温めをするのは２日に１度。 

なにしろ、１回に一ヶ所しか出来ないから、あちこちやってるといつも１時間近くかかるし、臭いもきついし、その他モロ

モロでこの頻度でやってるんだけど、 

https://ameblo.jp/sure-m/entry-11365123194.html 

130 そこでこのレンジトレーを使って２つ同時に電子レンジにセットし、いつもと同じように６００Ｗ、２分で温めをしまし

た。すると、いつもよりは温まっていない印象でした。そこで今度は、６００Ｗで２分３０秒温めを行いました。

http://tafusoni.xsrv.jp/post-6194/ 

131 炎症特有の痛みや症状が無く、患部が重い、だるい、突っ張る、ズーンとするなどの鈍痛であれば温めを行います。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14158815149 

132 かつおのたたきなどの「あぶり焼き」機能を新搭載。赤外線・絶対湿度・温度の 3種類のセンサーで、様々な料理に適し

た温めを行います。 

https://mainichi.jp/articles/20170927/gnw/00m/040/010000c 

133 始めにフットバス、終りに蒸しタオルによる温めを行い、さらに血行を良くします 

http://www.seitai-kawagoe.jp/shop03_02/index.html 

134 ドライヤーを使い急速乾燥・温めを行います。 

プラスチック風防は熱に弱いので細心の注意が必要です。 

http://www.daiwatokeiten.co.jp/impression/impression-osm/impression2.html 

135 患部の温めを行い、原因となっている首の筋肉にストレッチ療法を行い、その後軽い力で頚椎のゆがみを取り除く関節治

療を開始！ 

http://harukazeseikotsuin.com/info351 

136 今回もフードの温めをお願いしたところ、いつものとおりレジで温めを行い商品を渡されました。 

https://ameblo.jp/cafe-chiffon/entry-12007245034.html 

137 腰→お腹の順に箱灸で温めるのと平行して、首→肩→耳→こめかみの順に専用の温灸器で院長が温めを行います。 

https://ameblo.jp/hiwada-shinkyu/theme-10103589031.html 

138 またその際に、30秒弱の短時間での温めを行い、ケースを揺らすように中のシリカゲルペレットを動かし、 

満遍なく熱が行き渡るようにしながら、レンジで数回に別けて(30秒弱×2回～3回)の温めを推奨します。 

https://www.wilson.co.jp/news/news3055.html 

139 会場近辺に設置しコックがオードブルの盛り付けやお料理の温めを行います。 

https://www.sakigake-s.co.jp/cuisine 

140 足浴という機械で足元をしっかり温め おなかに湯たんぽ、温かいお茶を飲んでいただき 全身の温めを行います。 

http://www.yahatanishi.com/column/author/life012/ 

141 ヨガや食事、温めで生理痛は緩和できる 

http://wol.nikkeibp.co.jp/article/special/20141023/193282/ 

142 「中指ヨガ」ですきま時間に温め＆リラックス！ 

https://lee.hpplus.jp/column/645127/ 

143 1日１回は体の温めで代謝アップしていきましょう♪ 

https://www.cosme.net/beautist/article/2152195 

144 その 1:温めで油を落とす揚げ物のカロリーが高い理由は、衣の油分にあります。 

https://www.msn.com/ja-

jp/health/other/%E6%8F%9A%E3%81%92%E7%89%A9%E3%82%92%E3%80%8C%E5%A4%AA%E3%82%8A%E3%81%AB%E3%81%8F%E3%81%8F%E7

%BE%8E%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%8F%E9%A3%9F%E3%81%B9%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%8D%E3%81%8C%E3%81%82%E3%

81%A3%E3%81%9F%EF%BC%81/ar-AAlIRfK#page=2 
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145 “場所によって深さが違いました。温めでいつまでもはいっていられました” 

https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g680765-d1994523-i182763057-Shigira_Ougon_Onsen-

Miyakojima_Okinawa_Prefecture_Kyushu_Okinawa.html 

146 今回は当サロンで使用している世界最高水準の遠赤外線・岩盤浴マットをご紹介いたします。 

このメニューはリピーターさんにとても人気で、メタボ防止や温めで体質改善などお客様けら嬉しいお声をたくさんいた

だいています。 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000381029/blog/bidA013710701.html 

147 #温めで美味しく頂きました 

https://twitter.com/hashtag/%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%81%A7%E7%BE%8E%E5%91%B3%E3%81%97%E3%81%8F%E9%A0%82%E3%81%8D

%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F?src=hash 

148 アイシング＆温めでスポーツケアアイシング&温めができるのは CALDERA（カルデラ）。スポーツ関連傷害による痛み、トレ

ーニング後の疲労 

http://calderaintl.info/ 

149 庫内の高さは、温めでよく使用するどんぶりやとっくり、マグカップなどが入るの？ 

http://faq01.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/1066?category_id=356 

150 体と肌の温めでニキビ改善を 

https://hifuka.co/?p=177919 

151 冷凍食品の温めでクレーム対応 

https://blogs.yahoo.co.jp/amaidekopon/13519139.html 

152 電子レンジの機能でよく使用するものといったら、解凍と温めでしょう。 

http://xn--104-dp4ba.com/490/ 

153 カラダを温めで風邪に負けなよいうにしましょう。 

http://pukapuka-pan.xsrv.jp/index_qhm.php?%E3%81%B7%E3%81%8B%E3%81%B7%E3%81%8B%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7 

154 グルーポン初登場。なんとなくすっきりしない体を、流しと温めでケア 

https://www.groupon.jp/deals/bianca-32-111393696 

155 熱めの湯と温めの湯とあります。温めで身体を慣らして下さい 

http://yado.knt.co.jp/photo/S460233/ 

156 つまり、食事の 30 分前に温めを開始する必要があり、同時に 1 個までしか温めできないので、複数個食べたい場合は本製

品も複数必要になるので注意が必要です。 

https://kakakumag.com/chosatai/?id=10165 

157 今回は 15分の温めでしたが、30分ほど温めればさらにおいしくいただけると思います。 

https://kakakumag.com/chosatai/?id=10165 

158 筋力アップ！温めで代謝アップ！ 

http://www.amrta-roppongi.com/dna-3.html 

159 むくみで靴下の跡が消えない｜マッサージと温めで水分を流す 

http://xn--u9jy84jnhv7ffu4b.jp/mukumi/socks.html 

160 原因は様々ですが『いつも冷えているから。。。』と諦めずにお風呂やサウナなど表面的な温めでなく、インディバ(温熱機器)

で身体の中からしっかり温めましょう☆ 

http://body-

factory.com/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%90%E3%81%A7%E5%A4%8F%E3%81%AE%E5%86%B7%E3%81%88%E6%80%

A7%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%EF%BC%81%EF%BC%81/ 

161 前シーズンも大変人気のあったケーキです。 

アップルパイはお温めで御注文頂くとさらにおいしさがアップします！！！ 

http://www.izumi.jp/youmecity/shop/post_75.html 

162 冷えから来るコリやむくみが気になる方に♪緊張しやすい背中や冷えやすい足のほぐしと、ウォームストーンでの温めで

全身ぽかぽかに！冬に備えて体調を整えましょう！ 

http://k-rapport.net/list/kamakura.html 

163 繊維の多いイモ・豆類と、胃腸の温めで改善 

https://www.kango-roo.com/sn/a/view/709 

 さ ら に レ ン ジ で 約 ２ 〜 ３ 分 の 温 め で す ぐ に 食 べ ら れ る 手 軽 さ で す 。  

https://www.maruha-nichiro.co.jp/shifuku/ 

164 では、電子レンジでの天ぷらの温め直しはよくないのでしょうか？しんなりした天ぷらが好きならば電子レンジの温めで

OKです。 

https://macaro-ni.jp/39539 

165 チキンも一緒で、少しの時間の温めであれば水分の減りも少ないですが、 

それでもジューシーな感じが無くなってしまいますのでおすすめ出来ません。 

http://kosodatemama-journal.com/1126.html 

166 りんごダイエットは焼き・温めで効果が激増？ 

http://xn--ecki3b1br4ab3jyd3due2d7560dgktj.com/rinngodaiettohouhou-kouka-yakikata-atatamekata-tv-9082 

167 ア ロ マ ×温 め で 心 と 身 体 が 楽 に な る  

http://liliilea.com/ 

168 「温めますか？」「この間はミサキが世話になったそうで。あ、温めでよろしく」「いえいえ」 

http://s.maho.jp/book/36b0dabe72804e5d/6960573158/176/ 
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169 もっと熱くして欲しい、温めで出して欲しい、カップは温めないで欲しい、など事細かく対応してくれます。 

https://dsky-blog.net/archives/1032.html/ 

170 電子レンジ…お部屋にない場合はフロントにお願いすれば、調理場で対応可能。ただし業務用レンジは出力が高いため、家

庭用レンジの 1/3～1/4程度の温めで十分。 

http://rurubu.travel/theme/family/22/ 

171 食品の温めに特化した単機能レンジを使いたい方に。 

http://kakaku.com/kaden/microwave-oven/recommendedspec.html 

172 目を温めるとリラックス&全身の温めに効果あり? 

http://www.well-lab.jp/201010/qa/565 

173 温めに便利な弁当箱 サーモス  

https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL20H7W_S6A221C1000000/ 

174 温めに時間をかけすぎると生地が固くなってしまいますのでご注意ください。 

http://www.shunsaika.com/docs/ssk/oishi_tabekata.html 

175 「温めにいいこと」 

http://www.karakoto.com/karakotoad/tieupview.php?id=4 

176 料理が趣味の方は「多機能電子レンジ」が必要かもしれませんが、電子レンジは食品の温めにしか使わないという方

には「単機能電子レンジ」をおすすめします。 

https://sakidori.co/article/44887 

177 1.  肩こりや腰痛の温めに！ジェルケアホット（肩こり/腰痛/関節痛） 寒い時期にピッタリ！ 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/trycompany/p-jelh01.html 

178 電子レンジではなく、オーブンで温める場合は、頻繁に扉を開けて出し入れすると、中の温度の上昇を妨げてしまい、中途

半端な温めになるために、オーブンなどではやたら扉の開け閉めをしてはいけません。 

http://fusen.xyz/1591 

179 お腹や腰の温めに・・・ポリ湯たんぽ(0.9㍑)袋付 

http://www.kaigo-yuimaru.co.jp/care_goods/1467 

180 温めに電子レンジでも使ってる？？ 

https://tabelog.com/hiroshima/A3403/A340301/34000730/dtlrvwlst/B131709969/ 

181 「冷えのツボは、 足の裏にある『湧泉』。とくに腹部や背中の温めに効果があります。むくみは水分代謝を調節する『水分』

がおすすめ」（M） 

https://maquia.hpplus.jp/topics/account/news/body/J5gjNGY 

182 広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。

http://www.trycompany.co.jp/%E6%B9%AF%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%81%97box%E3%80%80%E5%B0%82%E7%94%A8%E8%A3%9C%E5%85

%85%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84/ 

183 「お料理の温め方」に従って温めて頂くことで温かくより美味しい状態で召し上がって頂けます。 

（※温めには 20～30分のお時間がかかります。） 

http://www.prime-deli.net/hot.html 

184 ハッキリ言って電子レンジは揚げ物の温めには向いてません。 

https://moori.musyozoku.com/post-7190/ 

185 また、揚げ物の温めに便利なフライネットも付属しています。 

http://www.andersen.co.jp/marguerite/souvenir/item-25547.html?height=700&width=585&modal=true 

186 冬場は布団乾燥だけでなく温めにも使えて電気代の節約になります。エアコンの暖房では乾燥して喉が枯れたりとか肌荒

れの原因になりますから、非常に効率的に利用できます。 

http://club.panasonic.jp/voice/dir/futon.html?chuumokulist 

187 しかし、お店で食べるホカホカのフライドチキンを思い出してみてください。おいしさは段違いだと思いませんか？でも、

もし温めに失敗してお肉が硬くなったら……。 

https://macaro-ni.jp/37282 

188 衣が くっつかないから 揚げ物の温めに 

http://www.asahi-kasei.co.jp/saran/products/cookper/cooking_sheet.html 

189 そのため、神戸コロッケのライスコロッケのように「大きくて厚みがある商品」はオーブントースターでの温めには適して

おりませんので、電子レンジでの温めをおすすめします。 

http://www.rockfield.co.jp/sp/ask/ask-product.html 

190 また、温めに利用しているカップでそのまま飲むことも可能。カップの側面は熱くならないので、安心です。温めた牛乳に

コーヒーを注げば、洗い物も少なく済むので◎ 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=10235 

191 シュウマイの温めにはキャベツを 

http://www.hikari-kinzoku.co.jp/kitchen/application/app20.htm 

192 レトルトの温めに卵焼き器がぴったりサイズ  

https://www.hide10.com/archives/23389 

193 エンボスヒーター レジン、デコポッジの温めに  

https://item.rakuten.co.jp/wingsend/10003563/ 

194 でもマイボーム腺の脂が固まっている場合は、皮脂だけでなくアイメイクの汚れや、ホコリなど皮脂に様々なものが付着し

ているので４０度～４２度程度の温度が目の温めには理想的です。 

http://xn--68j4hfb6pkh4357a9yl.com/category34/category25/ 
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195 給湯器と電子レンジを「こまくさ館 2階」に新設いたしました。 

長期滞在のお客さまや離乳食の温めに！ 

http://www.princehotels.co.jp/page.jsp?id=193097 

196 温めライナーは、温めにも使え、おりものパット代わりにも。 

生理時にも使える、ライナーです。 

http://sanoyukie.com/onkatsu/onpu 

197 5/15(日)04：30頃、親鴨が 6個の卵の温めに入りました。 

http://www.hatagoya.co.jp/Sagae/Kamo.htm 

198 男性ばかりの職場で、とにかく年中エアコンがガンガン効いて冷えまくる職場だったので…温めに徹しました。 

https://www.premama.jp/p/ninkatsu/hyakka/pt0477.html 

199 離乳食の温めにご使用ください（インフォメーションにお声がけください） 

http://www.nagoya-anpanman.jp/guide/useful.html 

200 お弁当や惣菜等の温めによく使う 

5分までの目盛りを広くとったダイヤルが特徴です。 

http://sc-tsusho.jp/product/kitchen/ 

201 私の周りでもレンジの温めに使っている人は多いです。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/490788.html 

202 1階に自動販売機コーナー横に、電子レンジを設置しておりますので、お弁当などの温めににご利用いただけます。また、

氷自販機もございます。氷のカップはフロント係にお申し付けください。 

https://www.hotel-kansai.co.jp/facilities/ 

203 ビール会社の違いによって激しく旨みが変わることもなく、日本産のビールが思いのほか、温めに適していることがわかっ

た。 

https://rocketnews24.com/2016/02/08/704906/ 

204 この容器は、電子レンジの温めに使用出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理には使用出来ません。 

http://denkapolymer.co.jp/products/attention/ 

205 電子レンジでの温めに適さない食材は何か、お分りいただけましたか？ 今度これらの食材を調理する時は気をつけまし

ょう。 

https://minnakenko.jp/denshirenji-atatametewaikenai-muttsu-tabemono/ 

206 本当ですね！？最初に作った時より温めに時間がかかるなんて納得出来ませんね~_~; 

https://www.kitchen-pocket.com/question/qa/range/223/ 

207 可能性がありますのでぜひ今日から内臓の温めに取り組んでみてください。 

https://danran-family.com/internal-organs-warm-2865 

208 お弁当など温めに便利な電子レンジをホテル内に設置しました。 

https://www.kusatsu1hotel.com/facilities/ 

209 温めには、１に靴下、２に入浴 

https://excefk.com/2016/03/09/atatame/ 

210 末端や体幹部を温めれば、血液やリンパ液の流れがよくなるので、顔の温めにもつながります。さらに、運動で首や肩の筋

肉を鍛えると顔を支える力もつきます。 

https://otonasalone.jp/17189/ 

211 共有スペースに電子レンジのご用意がございます。お弁当などの温めにお使い下さい。 

http://www.jalan.net/yad340206/plan/plan02173901/ 

212 ハート型のほっとパックです。お顔の温めやお腹の温めに。 

http://www.ka-rin.com/hot-pack/ 

213 皮膚より吸収のよい粘膜から温めることで漢方の成分が入り、また内蔵の温めに効果的と言われています。 

http://googirl.jp/lifestyle/160209warm002/ 

214 電子レンジサービス、おにぎり・お弁当の温めに電子レンジをご活用ください。 

http://www.newhotel-wakaba.co.jp/bil-info.htm 

215 グラタンの温めに軽い殺意 

https://grapee.jp/381914 

216 ウォーターオーブンだけの温めには時間がかかる。 

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/cross/455357.html 

217 違いはほとんどないものの、ターンテーブルのデメリットとして挙げられるのは、例えば大きなサイズのコンビニ弁当を温

める際に、庫内につかえて回らず、温めにムラが出てしまう点ですね。 

https://kurashinista.jp/column/detail/3165 

218 電子レンジでの温めに注意！ 

http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1705/pdf/1705_06.pdf 

219 パンを焼くのに満足したので、お次は揚げ物の温めに挑戦です。 

https://www.goodspress.jp/reports/91851/4/ 

220 料理の温めに便利な強（700W）、煮込み料理に最適な弱（500W）、冷凍肉等の解凍（200W）をつまみをひねるだけで選べる便

利な機能付きです。 

https://kaumo.jp/topic/61442 
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221 食品の温めから冷凍食品の解凍まで簡単にできるハイアールの単機能電子レンジ『JM-M22A』 

http://www.excite.co.jp/News/product/20161211/Dime_322091.html 

222 ダイエットは”温め”から。溜め込まない身体をつくる【ダマイ】ボディクリーム 

http://jj-jj.net/beauty/44733/ 

223 身体を温める 温めグッズ｜足元の温めから湯たんぽまで全身ポカポカ！ 

http://hiekaizen.nomaki.jp/category10/category7/entry34.html 

224 基本に帰れ！ 美は温めから  

https://www.bibeaute.com/article/142014 

225 これが温めから心を幸せにもできる仕組みです 

https://ameblo.jp/sup-girl/entry-12209081172.html 

226 温めから焼き上げまで☆幅広く使えるオーブンレンジの使い方レシピ集 

http://recipe-note.jp/18197 

227 1台で温めから発酵まで - LG電子が「発酵機 電子レンジ」を販売 

http://news.mynavi.jp/news/2006/01/17/151.html 

228 寒い寒い冬本番、美女への道は温めから始まりますよ♪ 

https://maquia.hpplus.jp/blog/account/tomopyon_maquia/NScoQGI/EFiVaDg 

229 健康は温めから 

http://wchm.org/kennkou.php 

230 腰痛対策は温めから  

http://www.mizuhoseikotu.com/post_326/ 

231 じっくり温めからスピード加熱まで 

http://sc-tsusho.jp/product/detail/wdr-1750-1760.html 

232 心の温めから 

https://www.id-home.net/goroku/goroku_category/foryou/page/3/ 

233 施術の効果をアップするためにまずは体の温めから！からだの部位に合わせたオイルを塗って、セラミックシートで体を

くるみ、遠赤外線で芯から温めます。 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000317045/kodawari/ 

234 温めから本格料理まで電子オーブンレンジ 

http://www.kindaishoji.co.jp/syohin.htm 

235 適量を手の平で温めから、気になる分にすり込みます。 

https://www.nealsyard.co.jp/onlineshopping/item/detail.php?i_id=30 

236 3段階の温度設定を使い分ければ、グラタンの温めからクッキーの焼き上げまで、さまざまな調理が可能です。 

https://mi-journey.jp/foodie/36650/ 

237 コンビニ弁当の温めから煮物まで TWINBIRD フラット電子レンジ DR-D257W でＯＫ 

 http://twinbirddrd257w.doorblog.jp/ 

238 若返りも不調改善も温めから 

http://www.j-n.co.jp/books/?goods_code=978-4-408-45199-2 

239 数日前から急に寒くなってきて、1 日の練習始めは身体の温めからスタートです！おもちゃのチャチャチャ♫を歌いながら

しゃがんだり、歩いたりを繰り返してこれが中々ハードで身体が温まりました！ 

https://commonbeat.org/area/kansai/21407/ 

240 お目元の温めから始まり、デコルテのリンパ流し、首・肩・背中などをしっかりほぐしていきます！！ 

http://salon.ruamruam.jp/information/page/3/ 

241 ちょっとした温めから消臭、ダニ対策まで年中使える工夫が満載！ 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=11118 

242 また、飲み物の温めから、生ものの解凍、ゆで野菜、フライなどの専用メニューも搭載。重量センサーにより最適な状態に

仕上げることが可能だ。 

http://kakaku.com/article/pr/12/03_haier/p2.html 

243 思ったより硬めなので、少し手のひらで温めから目元、口元にぬっています。 

http://www.cosme.net/product/product_id/315085/review/505923277 

244 中のコーンまでしっかり温めたい場合はレンジで 10 秒くらい温めからトースターで焼くと中のコーンまで熱々、パンはふ

わふわモチモチです。 

https://www.letao.jp/products/detail.php?product_id=1001 

245 4段階の出力切替じっくり温めからスピード加熱まで 

http://www.biccamera.com/bc/item/3748123/ 

246 キッチンには、高出力 IH クッキングヒーター、電子レンジ、トースター、基本的な調理器具が揃っていますので、お弁当

の温めから本格料理まで対応しております。 

http://www1.489ban.net/v4/client/plan/detail/customer/ks-hakone/plan/20021 

247 ～温めから焼き料理まで、基本メニューにトライ 

http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/longreview/201003_02/355453.html 

248 まずはサラダ盛り付け、パンの温めから。【扶養内/14時まで OK】 

http://www.baitoru.com/kanto/jlist/tokyo/23ku/setagayaku/job30519010/ 

249 コンビニ弁当の温めから、「ピザ」や「ハンバーグ」も焼き上げる 
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https://www.j-cast.com/trend/2010/11/20081017.html 

250 4段階のファンクション設定で、ゆっくりじんわり温めから、しっかり熱々に焼くまでと、幅広く調整できます。 

https://www.amazon.co.jp/Russell-Hobbs-%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%9B%E3%83%96%E3%82%B9-

7720JP-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B00P0SLAAQ 

251 １人暮らしにぴったりサイズのシンプルな電子レンジです。 

温めから煮込み料理まで、火を使わず安心調理♪ 

Mサイズ（２５ｃｍ）のピザがそのまま温められます。 

https://item.rakuten.co.jp/matsucame/tsu5005a/ 

253 お着替え後は、施術ベッドでお休みいただきながらヒートマットの温めからスタート。 

http://md-sourire.com/lymph_treatment/ 

253 足の温めからヘッドマッサージまで、全身の血行を促進し、マッサージやパック、美容液の効果を高めます。 

http://eclat-blanche.com/faceliftup/ 

254 説明書のスイーツレシピが 20種類以上あります。現在は普段の温めからお菓子作りと大活躍してます。 

http://sasanakko.hatenablog.jp/entry/2017/03/20/16%E5%B9%B4%E9%96%93%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%83%AC%E3%8

3%B3%E3%82%B8%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%80%8C%E3%83

%98%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%BC 

255 一人暮らしから大家族まで、一家に一台欲しい万能調理家電「電子レンジ」作り置きの温めから料理の下ごしらえまで幅広

く活躍してくれています。 

https://las-sama.com/lifestyle/cleaning/steamcleaning-1 

256 というわけで今回は、お相撲さんの「四股踏み」ポーズでまずは全身の温めから。 

https://kyotore.jp/stretch/1878/ 

257 鍋に残ったつゆを再び温めから卵の白身を中心に円を描くようにつゆを注いだら完成です。 

https://www.kinrei.com/news/201709/22180000.php 

258 まずは温めから…… 

http://josei-bigaku.jp/beauty/hand-care/ 

259 手が悴むのでそんな時には温めから！！ 

充電式湯たんぽ◎ 

https://www.jtb.co.jp/kokunai_htl/list/A02/03/0301/030101/2326A16/photo.html 

260 脊椎セラピー3ヶ月弱 

・初めは温めから区間モードへ！ 

http://hukumomi.com/73386/home/%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98%E3%81%AE%E5%A3%B0/ 

261 七福神の湯と名付けられた温泉には、一つの露天浴槽を含む 7種類の浴槽があり、泡風呂や寝湯のように形が違うだけでは

なく、湯温も温めから熱めまで自分の好みで選択することができます。 

https://onsen.nifty.com/koufu-onsen/onsen004973/kuchikomi/ 

262 今回発売になった MRO-SV3000 は、毎日の食卓のことを考えつくした 1 台です。的確な温めから毎日の食卓をサポートする

オートメニューと、頼れる相棒になってくれそうですね。 

http://plusonecreative.jp/report/569.html 

263 毎年、温めから４０日を過ぎ、卵の中を確かめる瞬間が一番嫌でした。無精卵でただ腐ってしまった時はホッとしますが、

http://www.eikoh-sciencelabo.com/blog/2009/10/20091030.html 

264 この場合、少し筋肉を 10分～15分ほど運動で温めから、ストレッチを行なうことで、馬の動きがスムーズになれば筋肉の

疲れから来ている。 

http://www.uma-rigaku.com/2_2care.html 

265 汚鼻に見える黒ずみ毛穴！ケアのコツは温めから始めよう 

http://maico.maihada.jp/beauty/20141014/ 

266 そのため、冷え性になっている場合は、集中的に臓器の温めから行ってしまうことで、どうしても、足までその体温調節が

行わせず、結果、足が冷えてしまうことになるのです。 

http://www.stove-villa.com/site/ashihie/ashihie005.html 

267 時代は温めから冷却へ！ 

http://www.vitasalon-juju.com/agent 

268 最後に手のひらを人肌に温めからやさしく 

ハンドプレスして美容液を浸透させます。 

http://mamew.jp/ec/item/crystal_capsule_essence/ 

269 そこでピップでは、温めから のアプローチで少しでも安眠をサポートすべく、「夢みるここちの ピップほっとリフレ」を

発売します。 

http://www.pip-club.com/newsrelease/docs/1407_hotrefre.pdf 

270 ただ、良く使う機能から少しずつ覚えてみたら楽しくなってきました。 

単純な温めから始まって、 

牛乳・酒あたため→解凍→過熱水蒸気温め→グリル→冷凍食品あたため→オーブン 2段 

http://www.yodobashi.com/community/product/100000001002319131/index.html 

271 まずは岩盤浴と同じ効果のある岩盤マットで温めからスタートです。 

お身体が温まると、結果も出やすくなるんです。 

http://bichette.jp/experience 

272 飲み物の温めから簡単な調理まで、何かと便利な電子レンジ。 
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https://cojicaji.jp/cleaning/kitchen/772 

273 日ごろの温めからオーブンまで 

ディスプレイは一目で読みやすい表示 

そしてダイヤルはイラスト表示で 

視覚的にわかりやすい操作ができます。 

http://hirointro.blog.fc2.com/blog-entry-7.html 

274 ご飯の保存して温めまでこれ 1つ「一膳おひつ」【IT】柄：唐草 

https://www.amazon.co.jp/%E3%81%94%E9%A3%AF%E3%81%AE%E4%BF%9D%E5%AD%98%E3%81%97%E3%81%A6%E6%B8%A9%E3%82%81%E3

%81%BE%E3%81%A7%E3%81%93%E3%82%8C1%E3%81%A4%E3%80%8C%E4%B8%80%E8%86%B3%E3%81%8A%E3%81%B2%E3%81%A4%E3%80%8D%E3

%80%90-%E3%80%91%E6%9F%84%EF%BC%9A%E5%94%90%E8%8D%89-

9896006-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA%EF%BC%9A%E7%9B%B4%E5%BE%8412-5%C3%978-

5cm%E3%80%90%E8%80%90%E7%86%B1%E9%99%B6%E5%99%A8-%E9%9B%BB%E5%AD%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E5%AF%BE%E5%BF

%9C%E3%80%91/dp/B00B47386G 

275 『オーブンの後の温めまでに時間がかかる？』のクチコミ掲示板 

 http://bbs.kakaku.com/bbs/21158010134/SortID=2087840/ 

276 懇切丁寧な「温め方レシピ」ありがとうございます！！ 

保存から温めまで、とことん、こだわりのベーグルですね！ 

https://ameblo.jp/pangohan-cafe/entry-10976005444.html 

277 ウィンカーやワイパーのスイッチからクルーズコントロール、さらにはハンドル自体の温めまで、便利なボタンやスイッチ

と対応する機構をつなぐ役割を果たすのが、クロックスプリングと呼ばれる樹脂製の円盤で、ハンドルとステアリングコラ

ム制御モジュールの間に配置されています。 

https://www.protolabs.co.jp/resources/design-tips/rapid_002/ 

278 のせるだけシリコンラップふた 大 2 個組は冷蔵庫への保存からレンジでの温めまで幅広く使用できるシリコンラップふ

たです。のせるだけでラップの代わりとして繰り返し使えるのでとってもエコ。 

https://www.kenko.com/product/groupwords/gw_151622.html 

279 焼き魚から揚げ物の温めまで！ 

高温赤熱ヒーターだから、一気にこんがり両面焼き！ 

https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/living/kitchen_appliences/fg_4a2/ 

280  炊飯（１合）からレトルトの温めまでお手軽クッキング！鍋（１．３Ｌ）＆どんぶり付 

http://panasonic.jp/sanyo-cooker/p-db/EC-TR3AV(HD).html 

281 「350℃オーブンからトリプルセンサーを使った温めまで機能が豊富！ 全部使いこなすのが難しいくらいハイスペックか

も」（平島さん） 

https://mainichi.jp/articles/20170927/gnw/00m/040/010000c 

282 これにより、グラタンなどの本格的なオーブン料理から、冷凍食品の温めまで幅広い加熱調理ができるとする。  

http://kaden.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/04/18/2211.html 

283 冷凍保存から電子レンジでの解凍や温めまで対応する保存容器 10点セット！ 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/enteron-shop2/z4258.html 

284 キッチンには、高出力 IH クッキングヒーター、電子レンジ、トースター、基本的な調理器具が揃っていますので、本格料

理からお弁当の温めまで対応しております 

http://www1.489ban.net/v4/client/plan/detail/customer/ks-hiroshima/plan/16734 

285 温めから解凍、ヘルシー調理、更にはベーカリー機能までついたオーブンレンジです‼︎パリッと温めまでできます✨ 

https://rakuma.rakuten.co.jp/item/f1426529423132899397 

286 広さ約１０畳のキッチンは、高出力 IH クッキングヒーター、電子レンジ、トースター、基本的な調理器具が揃っています

ので、本格調理からお弁当の温めまで対応しております。 

http://kshouse.jp/fuji-view-j/index.html 

287 自分で温めないといけないからかな？ 温めまではできんぞ。夕飯の時間はまだ仕事中なんだから。 

https://twitter.com/couma_leather 

288 保存から温めまでの新たな食材流通を促す技術 

http://www.gotsu.co.jp/news52/0503/11.html 

289 一 度 温 め て か ら 次 の 温 め ま で は 最 低 ４ 時 間 ほ ど 空 け て く だ さ い  

http://yogazoh.com/shop/ 

290 その機能は多岐に渡り、炊飯からスープ、蒸し魚、饅頭の温めまで、一台でなんでも出来ちゃう優れもの。 

http://tashinam.chodosya.com/info/20151202/ 

291 ・温め機能付きのお弁当の場合は、温めまで 

・小さなゴミの処分 など 

http://shopping-tribe.com/news/12405/ 

292 また、調理済みの冷凍品は、湯煎ですと、解凍から温めまで、いっぺんにできます。 

http://www.kabu-yoneda.jp/hpgen/HPB/entries/10.html 

293 無印良品の「バルブ付き密閉保存容器」です。 

保存から冷凍～電子レンジの温めまで使い勝手の良いプラスチックタイプを中心に、直火 OK な琺瑯タイプのものもひとつ

購入。 

http://hpplus.jp/lee/clip/2173125/ 

294 美味しく炊いて、残りご飯の冷蔵庫保存からレンジで温めまでこなす、ばんこ焼のお鍋。 
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https://mitsukoshi.mistore.jp/store/ginza/event/tabisuru/index.html;jsessionid=pdPnZfvf5fvx92sWWp8GnWBQRJByLG

6hZbmYBCt0MD2ptyvbvC91!-2121117025 

295 ディズニーリゾートでは、離乳食の持ち込みはもちろん、温めまでレストランで行ってくれます。 

http://more-disney.com/disneyland_baby_food_carry_on 

296 中身はレトルト、ご飯、加熱剤、加熱袋と、水さえあれば温めまですべてできるサバイバルキットだった 

http://ascii.jp/elem/000/000/728/728686/ 

297 結論：過熱水蒸気ならヘルシオがおすすめ。健康調理から便利な温めまで多彩な調理が決め手。 

http://siromonoblog.com/?p=653 

298 ステンレス製ボディに重厚感を備えた真鍮製のホルダーが付属し、各種設定からカップの温めまで、エスプレッソ・カプチ

ーノの機能を全て備えています。 

https://flymee.jp/product/26696/ 

299 パナソニックの布団乾燥機「FD-F06A7」は汗などでしけった布団の乾燥から、寒い冬の温めまでができる、オールマイティ

ーな家電製品です。 

https://enechange.jp/articles/panasonic-futondryer 

300 手動で３分、自動の場合は温めのスイッチを入れてお待ち下さい 

http://oginoya.co.jp/oginoya02/tougenokamameshi/sales/how_to_warm.html 

301 温めの定番といえば「蒸しタオル」です！お金がかからないだけでなく、血巡り効果の高い方法です。 

http://josei-bigaku.jp/hiyasanaikubi9015/ 

302 温い汁に中途半端な温めの饂飩。オススメ出来ない店 

https://www.tripadvisor.jp/ShowUserReviews-g298566-d9820975-r346519031-Sanuki_Mengyo_Osaka_Hommachi-

Osaka_Osaka_Prefecture_Kinki.html 

303 しょうが紅茶、温めでおなじみ。石原結實の娘、新菜ドクターが お伝えする温めのコツ。 

http://842fm.west-tokyo.co.jp/program/clinick/ 

304 温めの表示がついている製品については、温めて召し上がることをおすすめします。 

http://hachi-shokuhin.co.jp/faq/ 

305 超人気、中目黒「青家」オーナーシェフ・青山有紀の待望の韓国レシピ本。 

ご飯や豆腐に乗せるだけの「温めのもと」から、「もてなし」メニューまで、簡単だけど本格的な韓国家庭料理が 57レシピ。 

https://www.amazon.co.jp/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%81%94%E3%81%AF%E3%82%93-%EF%BD%9E%E3%81%8A%E

3%81%86%E3%81%A1%E3%81%A7%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82%93%EF%BC%81-%E9%9F%93%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E

6%96%99%E7%90%8657%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94%EF%BD%9E-%E9%9D%92%E5%B1%B1-%E6%9C%89%E7%B4%80/dp/4479920420 

306 【メディカルハーブ講座】 寒さに向かうための温めのハーブ 

https://www.facebook.com/events/1779694275637452/ 

307 冷やす・温めの効果 

http://vaginal-synovitis.com/treatment/index.html 

 レンジは温めの仕組みが他の調理とは違う。 

http://portal.nifty.com/2007/04/16/a/ 

308 この式を覚えておくと、調理や温めの際に目安時間を簡単に出せるので便利ですよ。 

https://www.tainavi-switch.com/contents/1308/ 

309 温めの際、熱湯にお気を付けください。袋が熱くなっているため、やけどにご注意ください。 

http://toeihotel-fukuoka.com/restaurant/atoris-curry/ 

310 真夏の妊娠力アップ法！夏こそしっかり靴下を。温めの基本は『頭寒足熱』 

https://excefk.com/2016/03/09/kisetsu-natsu-zukan/ 

311 機能でいえば、大手メーカーのパナソニックやシャープをおすすめします。温めの強さや時間を設定することなく、

ワンタッチで温められるからです。 

https://sakidori.co/article/44887 

312 1. 乾燥生姜の効能！生姜をさらに上回る温めの効果とは？ 

 http://paradise-curiosity.com/archives/1029.html 

313 インタビューフォームを確認してみましょう。 

うーん、温めのことは書いてませんが、 

開封してアルミホイルでフタをして冷蔵庫で保管しても、48 時間以上経つとビタミンＣが 20％以上も減少してしまうらし

い。 

http://yakuaru.nows.jp/oral/60-60.html 

314 電子レンジでの温めの目安（500W） 

https://www.elleair.jp/products/care/wet_warmable.php 

315 温めのおいしさにこだわった専用商品 

http://news.mynavi.jp/articles/2016/09/16/herushio/ 

316 電子レンジで温め OK！ 

温めの目安:500Wの場合 1分半、600Wの場合 1分 

※劣化防止の為、温め過ぎにご注意下さい。 

http://www.mai-ca.net/chikuyatakuhai/ 

317 漢方ミュージアムで温めのお勉強！後編 

http://www.atatame365.com/onkatsu-girls/report/number01-2.html 

318 ですが、もしレンジのボタンに「10秒」「30秒」「60秒」などの秒数ボタンがある場合、もう少しステップアップして商品
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毎に温めの時間を微調整してみてはどうでしょうか？ 

http://www5a.biglobe.ne.jp/~azarashi/lw/lw022.html 

319 温めの際に、これら登録した食器を使用することで、器の重さを除いた正味の食品重量に最適な火加減と加熱時間を自動的

に算出するため、分量の違いによる温め不足や温め過ぎを防ぎます。 

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2008/04/0416a.html 

320 子宮の素晴らしさと温めの大切さ 

https://fukuoka-whhc.com/archives/241 

321 そして温めの際は、ラップをかけずに電子レンジで約 1分ほど温めた後、オーブントースターかフライパンでカリッとする

まで焼いてください。 

http://fujiyakaraage.com/info.html 

322 『冷凍品の温めやジャガイモのゆでについて』のクチコミ掲示板 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000662254/SortID=18762785/ 

323 なぜなら、「フライヤー（リクック）」機能には、ボタン 1 つでメニューに合わせた温めや調理を行う自動メニュー（「リク

ックメニュー」と「自動調理メニュー」）を搭載しており、これが非常に便利なのだ。温度センサーが食材の量を感知し、

量が変わっても調理時間は同じで最適な状態に仕上げてくれるので、1人暮らしでも家族でも便利に使えるだろう。 

https://kakakumag.com/seikatsu-kaden/?id=3109 

324 一人暮らしにおすすめの“電子レンジ”5選：温めや料理だけではなかった「電子レンジの使い道」 

http://u-note.me/note/47504692 

325 温めやトーストの性能に差時間短縮に優れるパナソニック 

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20100121/1030829/?P=7&rt=nocnt 

326 食材の温めや下ごしらえなどに 

http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/rangegrill/introduction/ 

327 業界初*1、正味の食品重量に応じて、温めやグリルなどの火加減、加熱時間を最適に調節 

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2008/04/0416a.html 

328 目元ケア家電、温めや振動でリラックス 音楽やアロマ機能も 

http://www.sankeibiz.jp/business/news/160906/bsb1609060500002-n1.htm 

329 離乳食の温めなどで電子レンジを利用できますか？ 

https://www.jalan.net/yad389236/qa/0001783443.html 

330 普段食品の温めなどに「オーブンレンジ」を使っています。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1352248788 

331 ●投げ込みヒーターはガスや火などが使用できない場所で非常に重宝します。缶コーヒーやレトルト食品の温めなど様々

な用途で御使用いただけます。 

https://www.amazon.co.jp/FUJIMAC-%E3%83%95%E3%82%B8%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%AF-H-

1000S-%E3%83%90%E3%82%B1%E3%83%84%E3%83%92%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC1000W/dp/B001V7FVM8 

332 温めと解凍専用タイプ。主に残りご飯やおかずの温め、コンビニ弁当の温めなどの使用におすすめです。 

http://www.homemate.co.jp/useful/oheya_kariyo/step/step6/range/ 

333 フライの温めなどではアルミホイルを使うように書いてありましたが、アルミホイルはあまり体に良くないと聞いたこと

があるので、何か代用できるものはないですか？ 

http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%83t%83%89%83C&bbstabno=2&topcategorycd=16&categorycd=2

116 

334 このクラスに対しては、近年、ヘルシー機能が注目されていますが、温めなど基本機能や性能についてもさらなる向上が求

められています。 

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2008/04/0416a.html 

335 例えば、夕方飲むレギュラーカップのココアや、哺乳瓶の素早い温めなどに使うことができます。 

https://www.miele.co.jp/domestic/1454.htm?info=200001456-ZPV 

336 蒸し野菜や肉まんの温めなどの蒸し調理はもちろん、カレーや煮魚、肉じゃがなど簡単な煮込み料理もこなします。 

http://shop.kitamura.jp/special/sale-fair/general/highly_recommended/2015/0918/ 

337 電子レンジは、一般的に電気代が 1分 1円以下です。安いので効率よく使いたい電化製品ですね。 

今回は、温めなどで比較的よく使う 500Wにポイントを絞って、電気代をあらゆる面から調べてみました。 

https://www.tainavi-switch.com/contents/1343/ 

338 電子レンジ（ロビー） お弁当の温めなど 

https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00230/service/facility 

339 お子様食器離乳食の温めなども致します 

https://www.izu-hanairotei.com/babygoods/ 

340 離乳食の温めなどの配慮はもちろん、ぬりえや絵本を用意し、お子さま対象の割引やお楽しみ特典を用意したイベントを定

期的に開催しています。 

https://www.hotellungwood.com/csr/ 

341 電子レンジを設置しました。3F フードコートに電子レンジを 1 台設置いたしました。ぜひ離乳食の温めなどにご利用くだ

さい。 

https://www.mamawith.jp/tachikawatachihi/received-mama-voices/7   

342 ﾛｰｽﾄﾋﾞｰﾌやﾌﾗｲの温めなどに活躍する波型の調理ﾄﾚｲは､余分な油や水分を落としやすくﾍﾙｼｰに仕上げます｡ 

http://www.shopch.jp/mb/ProdDetailProdDesc.do;jsessionid=60RM8O9NCKQJGC9G6OP6CDJ475GJCCPHC9J3IO9J6SO3HPD7FN84

K08003KG0000.ECShopchMB_001?reqprno=528765&recommendFlag=1&add2WishListShowFlg=false&fromProdList=false&pageN
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343 1階ロビーに電子をご用意しております。お弁当の温めなど、ご自由にご利用くださいませ。 

https://www.hotelmets.jp/sp/topics.html?p=3 

344 1階ロビーの電子レンジ。お弁当の温めなどにご利用ください。 

http://tystop.toyoko-inn.com:1045/hotel/00075/photo.html 

345 独居で、週 3回ヘルパー訪問時に、ヘルパーが炊飯をする。 

電子レンジの操作などは問題なく行えるので、惣菜の温めなどは毎回自分で行っている。 

https://www.wel.ne.jp/bbs/article/165842.html 

346 コンビネーションレンジって何？  

強い火力でスピーディに調理する「ガス高速オーブン」と、温めなどに便利な「電子レンジ」を合体。 １台でトーストか

ら解凍・温め直しまでできてとっても便利です。 

http://www.fukuroigas.co.jp/products/index_g.html 

347 広場内での飲食、食べ物の持ち込みはできません。飲水は授乳室をご利用願います。ミルクの温めなどは給湯設備がありま

すのでスタッフにお尋ねください。 

http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/kosodate/siencenter.html 

348 煮物や温めなどのとろ火から、強火まで 13 段階の調整ができます。しかも加熱面全体の発熱なので、温度ムラが少なく煮

込みにも適しています。 

http://www.sanka-kogyo.co.jp/product/list-srh/SRH-273G.html 

349 ロビーで気軽におくつろぎいただくように無料でコーヒー・紅茶・緑茶等をご用意いたしました。電子レンジもありますの

でお弁当・お惣菜の温めなどにご使用ください。 

http://www.kameyama-daiichi-hotel.com/kannai.html 

350 無国籍料理 ガラム（本田原免 創作料理）：アレルギー食対応、離乳食の温めなど 

http://www.nagasaki-

kosodate.jp/oshirase/%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%81%95%E3%81%8D%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%81%

AE%E5%BA%97%E6%83%85%E5%A0%B1%E2%98%85h29-6-22/ 

351 また，被災直後の一時的に電気，ガスが止まり，熱源を失ってしまう状況下では，レトルト食品の温めなどに活用できるカ

セットコンロのような熱源もとても重宝されますので，カセットコンロ・カセットボンベの備えもおすすめです！ 

https://www.gensai.pref.hiroshima.jp/topics/detail/?uid=24111786136169150812 

352 授乳室、多目的トイレがあります。給湯設備がありますので、ミルクの調合・離乳食の温めなどもできます。 

http://mannaka-kodomokan.net/guide/ 

353 蒸し料理、煮込み料理、グリル料理はもちろん、解凍、トースト、ヘルシー揚げ物、スイーツ作りやご飯の温めなど、キッ

チンはこれ１台にお任せ！ 

http://sukoyakahiroba.com/grandshef/ 

354 デロンギ オイルヒーター（ドラゴンデジタルスマート TDDS0915BL）の衣類の温めなどに便利なトップハンガー 

 http://delonghi-tdds0915blh.seesaa.net/article/304542527.html?seesaa_related=category 

355 ミニキッチンや電子レンジを完備しておりますので、哺乳瓶の洗浄や消毒､離乳食の温めなどが可能です。 

http://yamabiko-ryokan.com/child/ 

356 火気・発電機を使った現場調理はできません。 

（IHでの汁物・飲料の温めなどは可能／電気使用料が必要です。） 

http://binzuru-ichi.com/hanbai_foodanddrink/ 

357 各階フロアに電子レンジを設置しております。 

食品の温めなどにどうぞ。 

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/5974/CUSTOM/5974170118035644.html 

358 このプランの御利用にあって、必ずしも御子様同伴の必要はありません。ミルクのお湯の用意や離乳食の温めなど何でも御

遠慮なくお申し付けください。可能な限り対応させていただきます。 

http://www.kosugien.co.jp/misugi/kosodate.html 

359 授乳用のお湯、離乳食の温めなど必要な場合は遠慮なくお申し出ください。） 

https://www.city.shiojiri.lg.jp/smph/kosodate/kosodateshiencenter/annai.html 

360 急速に加熱していくので、余熱を必要とせず短時間で焼き上がります。 （※）ナンやピタパン、スライスしたフランスパ

ンの温めなどは、ダイアル 1～2 ぐらいの設定で焼くと、固くならずに、サクッ、フワッとした仕上がりで温めることがで

きます。（※） 

http://russellhobbs.jp/archives/product/toaster 

361 「温めはどうするのか？」聞けば「温めるのか」「温めないのか」回答があると感じます。 

がこの質問で、サービスの一環とはいえ、逆サービスの一環だからと一々聞くことが必要なのかと感じます。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1287473382 

362 おかず・ご飯の温めはよく使うのでやりやすい機種がいい ・ 

http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%97g%82%B0%95%A8&bbstabno=2&topcategorycd=16&categorycd

=2115 

363 温めは様々な症状の予防につながります 

http://www.atatame365.com/onkatsu-body/column-ninkatsu02.html 

364 汗をかくほどの過度の温めは、かえって冷え性などを悪化させる可能性があるのだそう。 

https://www.bibeaute.com/article/134963 
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365 電子レンジ、この食品に注意！ ～その２．液体の温めは突沸に注意～ 

http://energy-navi.com/microwave-2/ 

366 電子レンジでの卵の温めは危険です 

 http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/shohi/trouble/kohokiji1504.html 

367 離乳食の温めはしてもらえますか？ 

https://www.jalan.net/yad334773/qa/0004411996.html 

368 特に寝る前の温めは、眠りの質を上げるので成長ホルモンの分泌につながり、ダイエット効果も期待できます。 

https://i-voce.jp/feed/5250/ 

369 KFC（ケンタッキーフライドチキン）では、温める時間を８分～１０分と言っていますが、目安としてはアルミホイルを開

いたときにお肉がジューっという音を出していれば温めは完了です。 

https://arakannotie.com/5799.html 

370  一度に 5本以上の温めはしないでください。 

 ※電子レンジで温めるときは破裂を防ぐため、矢印のあたりまで切り込みを入れ、温めすぎにご注意ください。 

https://www.elleair.jp/products/care/wet_warmable.php 

371 温めは耐熱ボウルや小鍋等で代用できますが、この商品を見つけるまでは、そなままパウチで食べさせるという発想があり

ませんでした。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AB-

Richell-%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%81%8B%E3%81%91%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%81%8F%E3%82%93-%E3%83%AC%E3%83%88%

E3%83%AB%E3%83%88%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%81%8A%E9%A3%9F%E4%BA%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E6%B8%A9%E3%82%81%

E5%AE%B9%E5%99%A8%E5%AE%B9%E9%87%8F/dp/B008N3RHR0 

372 原因不明の体調不良やで悩んでいる方、美しい肌を持続したい方へ耳の温めはオススメです。 

https://kouso-ryuukyuunohi.amebaownd.com/posts/2849275 

373 電子レンジで温めは可能ですが、破裂の可能性ございますので封を開けてから温めてください 

http://faq.as-1.co.jp/faq/show/15200?site_domain=default 

374 温めは今日で終わりです～( ﾟ∀ﾟ ) 循環が良くなる環境作りも大切！ 実践してくださいねー！ 

 http://suzuki-sekkotu.com/blog/%E6%B8%A9%E3%82%81%EF%BC%92/ 

375 首や足元などポイントの温めは大事ですよね。だから薄着でも、羽織りや巻き物でしっかり調整します。 

https://croissant-online.jp/beauty/49956/ 

376 ビーチでも温めは忘れない意識高い系ヨギーニたち  

 https://pubicare.shop/news/59895505428f2d3feb000f88 

377 エンシュア・リキッドの温めは何度まで可能？開封後４８時間の理由は？ http://yakuaru.nows.jp/oral/60-60.html 

378 ４０代からの温めはダイエット・エイジングケアにもなるのです。 

https://www.attameya.com/ 

379 空気に触れていると、電子レンジでの温めはより堅くなりやすいです。 

http://a-mano.jp/atatame/atatame.html 

380 身体の温めは足先から 

 http://kamakura-mahalo.com/blog/395/ 

381 南ちゃん「ええ。温めこそ万事解決の手段だったわ。」 

三郎「南ちゃんこのまえまで三角倒立で万事解決推奨してたよね・・・」 

http://kokeshi01.exblog.jp/22555180/ 

382 電源を投入し、温め機能を働かせたところ今度はヒューズが切れずに、温めこそ出来ませんが動作し続ける状態になりまし

た。 

http://moke2ex.blog42.fc2.com/blog-entry-883.html?sp 

383 クレンジングクリームを  顔につける前に手で温めていますか？  実はこの温めこそが 1番大事なことであるにも関わら

ずやっていない人が多いんです。 

http://www.dclog.jp/anriiin/1/10375806 

384 温めこそ、健康の源！！ 自宅で気軽に温泉と同じような効果を体感出来る「頑健水」 

http://fmtsunagu.tamaliver.jp/e119821.html 

385 1人暮らしなので、できるだけ安い電子レンジが欲しい。その中でも「とにかく温めさえ出来ればいい！」って人にはこち

らがおすすめ。 

https://kitchen88.xyz/single-microwave-oven/ 

386 回答をまとめると風味向上のために温めを希望するのではなく 

あくまでも衛生的な問題でコンビニの加熱サービスを利用している、ということですね 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10157269035 

387 価格も手頃なのでとりあえず温めさえできればいい。という方はこちらを選べば無難です。 

おすすめ度： 

https://monolog.yourguide.co.jp/syunsyun/list-17461.html 

388 とりあえず温めさえできればすぐに食べられて栄養もとれるものが多いから（女性／25歳／大学 2年生） 

https://news.ameba.jp/entry/20170910-381 

389 説明書をとくに見なくても直感的に操作がしやすい仕様ではないでしょうか。 

解凍、温めさえ出来れば問題なしでこだわりのない方にはおすすめです。 

http://review.kakaku.com/review/K0000792544/ReviewCD=991388/ 

390 初めての時は温めさえ失敗してしましいショックでしたが、二度目の時は成功して美味しくいただきました。
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https://review.rakuten.co.jp/item/1/221455_10000730/1.1/ 

391 次のレンジを買うまで安くで探している方や 

形は古いので温めさえできればいいという方 

どうでしょうか？ 

https://jmty.jp/okinawa/sale-ele/article-1z17g 

392 大分の残る角打ち行脚ということで、まず大道の天社酒舗へ。真性レトロで、缶詰の温めさえもないハードなお店でうれし

い。 

http://doroyamada.hatenablog.jp/entry/20160417/1460818800 

393 「ヘルシオ グリエ」はカラっとすべき部分はカラッと仕上げながら、中は水分を損なうことなく加熱しますから、本当に

食品を出来たてに近い状態にしてくれます。電子レンジとは違う新しい温めだと思います。 

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/column_review/kaden/1026271.html 

394 レトルトパックが電子レンジだと 1分くらいなのに 

鍋で温めだと 15分かかるー！ 

http://myboom.hateblo.jp/entry/2017/08/19/154418 

395 今までのやり方の自動の温めだと、熱くなり、他の容器をあらかじめ冷凍庫に入れ、移し変えて適温になるまで冷ましてい

ました。 

http://www.babycome.ne.jp/community/60848 

396 スイートコーンは電子レンジで温めだろうから、夏はむしろ揚げ物より楽じゃなかろうか？ 

http://b.hatena.ne.jp/entry/296871990/comment/mori99 

397 使っている人はやはりお弁当の温めだと察します 

https://milltalk.jp/boards/1431 

398 子どもが喜ぶレンジアップ思いついたのは、子どもが喜ぶような温めだ。お弁当用品などで子どもを喜ばせるような商品は

たくさんある。 

http://portal.nifty.com/2007/01/08/a/2.htm 

399 アツアツに加熱すると炊き立てになります。そしてある程度冷ましてからお弁当に詰めるとぼそぼそしないです。中途半端

な温めだとぼそぼそしたところができてしまいます。 

http://minnano-cafe.com/topics/8643 

400 レジ精算に時間がかかるのは現金での支払い～お釣りのやりとりと、お弁当の温めだそうですが、この混雑の原因が少しず

つ解消され、レジに並ぶ時間が短くなっているそうです。 

https://www.orico.co.jp/creditcard/service/knowledge/09.html 

401 冷蔵庫から温めだとレンジで５００Ｗ３分程で、冷凍庫のご飯をラップ外して、こちらの器に移しての温め直しだとレンジ

で５００Ｗ５分程でホカホカのご飯に。 

http://www.nissen.co.jp/userreview/skus/1650956/reviews/ 

402  温めと体の変化 

http://www.atatame365.com/onkatsu-body.html 

403 電子レンジの温めと解答の違いについて 

http://tomami.net/denshirenji 

404 食品の温めとオーブン機能が欲しい方におすすめのスペック 

http://kakaku.com/kaden/microwave-oven/recommendedspec.html 

405 深睡眠を得るコツは就寝前の温めとリラックス 

http://www.well-lab.jp/201209/feature/223 

406 ～解消のカギは、温めと自律神経トレーニング～ 

http://media.well-lab.jp/wp-content/uploads/2015/10/e0884951fc84ccc53fdc05812f01fb1c.pdf 

407 温めとストレスケアのためのハーブとアロマ 

https://coubic.com/sucre-herbs/174480 

408 1．2 分ですが、その間におかずが多少冷めてしまうのと、おかずが焼き上がったら取り出して冷蔵してあった御飯の温め

と 2 回作業が必要ですが、同時でしたら二つヘルシオに突っ込んでスタートを押せば同時にできあがるので後は食べるだ

けといった効率性が高いからです。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019133/SortID=20793152/ 

409 温めと冷やしで肌ひきしめ 日立の美顔器 

https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL190KC_Z10C13A4000000/ 

410 知らなきゃ恥ずかしい。オーブンレンジの色々な使いみち！温めと焼くだけじゃない！ 

https://magazine.premoa.co.jp/ovenrenji/ 

411 そこで日立のレンジは、冷凍ご飯の温めと、冷凍食品の温めが別メニューになっている。筆者が使ってみた感覚ではあるが、

2つの差は重量センサーの総重量を「お皿なし」とみなす冷凍ごはん温めと、「お皿あり」で総重量の半分が食品となる冷凍

食品温めの違いのみのようだ。 

https://kaden.watch.impress.co.jp/docs/longreview/hitachi_mro_jv300/528839.html 

412 野菜ダイエットは生で効果的！【温めと酢漬けではどちらが酵素が多い？】 

https://dietbook.biz/yasaidiet-2052.html 

413 今回は、その温めと痛みについて考えていきたいと思います。 

http://soukaikan.jp/pages/diary/001938.html 

414 温めと言えば、レンジでチンが手軽ですが！レンジよりオーブントースターの方がより香ばしく焼きたて風味が蘇ります！ 

https://cookpad.com/recipe/2465666 



- 59 - 

415 疲れ目には、温めと目薬です。 

http://jiataishebei.com/entry80193.html 

416 東京で大人気の温めとほぐしが同時にできるマシンで、皮膚下 4～5センチまで届く温熱で身体の中の脂肪を溶かします。 

https://www.cosme.net/ispot/s/heart-peace/report/detail/M11547/ 

417 温めと健康効果 

http://turkishmedals.net/atata.php 

418 CALDERA ホット&コールド コンフォートジェルパック 頭・首用 CG102はマイナス 15度まで凍らせても固くならないので

体の曲面にフィット、温めとアイシングの両方に繰り返し使える温冷両用ジェルパックです。 

https://www.kenko.com/product/seibun/sei_655307.html 

419 温 め と 冷 や す ど っ ち が 正 解 ？  腰 痛 の 原 因 や 症 状 別 対 処 法  

http://bui.jp/trunk/waist/2838 

420 温めとほぐしのダブル効果 

http://este-

smiley.com/2016/06/28/%E6%B8%A9%E3%82%81%E3%81%A8%E3%81%BB%E3%81%90%E3%81%97%E3%81%AE%E3%83%80%E3%83%96%E3%83

%AB%E5%8A%B9%E6%9E%9C/ 

421 身体の温めと痩せで一石二鳥なヨガで冬のポカポカダイエットを！ 

http://www.skincare-univ.com/daily/beautyantenna/032798/ 

422 今使っているのは 

シンプルな温めと解凍機能のみです。 

https://smcb.jp/worrying_questions/53260 

423 温めと冷やしで肌ひきしめ 日立の美顔器 

 https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL190KC_Z10C13A4000000/ 

 

  



- 60 - 

6．「改まり」に関する用例 

番号 用例 

1 改まりを示したい場合 

丁寧さを示したい場合 

中上級を教える人のための日本語文法ハンドブック 

https://books.google.com.vn/books?id=0eprLex8sr0C&pg=PA483&lpg=PA483&dq=%22%E6%94%B9%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%82%9

2%22&source=bl&ots=4KMoy3CCpE&sig=eHdRxJrBIfBOBGkCdlldeZb52cY&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiLyciht63UAhVNQLwKHTTKBZwQ

6AEIQjAE#v=onepage&q=%22%E6%94%B9%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%82%92%22&f=false 

2 ではどんな時、自然に無理なく改まれるのか。教祖様は日々の改まりを尊ばれるほか、大晦日や元日、妊娠、誕生日や命日、

節句あるいは結婚式や生活慣習や人生の節目節目に神様への思いを新たにしておられます。   

http://shinagawa.konko.jp/isao.htm 

3 「高くする敬語」「改まりを示す敬語」「恩恵を表す敬語」の三つの基本を軸にしたわかりやすい解説と，多くの例文・練習問

題で，どんな場面でも自信を持って敬語が使えるようになる！（大修館書店による紹介文） 

http://www.gsjal.jp/kabaya/ 

4  「人を責めるよりも自らの改まりを」ということでは、私も金光教学院時代に経験があります。 

http://ginza-konko.net/tool/column/index.php?num=1&act=topic&ym=201407&eid=47 

5 「節」と「結願」の元々二つの行事が明治初期頃ひとつになったといわれる。初日が節に当たり、季節の改ま

りを祝い、住民の健康、除災招福を祈願する。 

http://yaimatime.com/events/2186/ 

6 ｢他を責めるよりわれの改まりを｣―このお言葉は、大場先生がお国替えされて、しばらくたったある時、ふと掲示板の上部

に小さい短ざくのようなものがはってあることに気づき手にとってみると、(学生時代そのままの)大場先生独特の字で書か

れていたお言葉です 

http://konko-shiba.in.coocan.jp/michisiba/michisiba28-01.htm 

7 これからは、人のために働くことを心がけ、主人にも子供にも、もっと心配りが出来るよう改まらせて頂きたいと思います。」

と、結構にお結界で改まりを誓わせて頂かれたのです。 

http://konkokyo-abeno.seesaa.net/article/437923196.html 

8 小さなことでも日々油断なく、改まりを積み重ねさせて頂くことが、安心で明るい未来を開く準備となるのです 

http://konkokyo-abeno.seesaa.net/article/404996675.html 

9 最も定型的なパターンを見せている.(2)デパートの対面接客においては,改まりを表す「〓〓hapsyo体」はマニュアル的な発

話に出現しやすく,客との交渉のような細かい応対では「〓〓hayyo体」が中心になる。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jajls/7/2/7_KJ00008440072/_article/-char/ja/ 

10 人間は反省と改まりをしなければ成長することは出来ません。 

http://www.konkokyo-abeno.com/mioshie/2015_06/2015_06_27.html 

11 そやから、皆改まれ、改まれ言うけど、皆おかしい。改まりを道具にしている。改まらんとこうならへんで…とか。そういう

ような道具にしてしもうてるんやな。おもしろいもんやな、これ、そのこと自体が得手勝手なこっちゃ。 

http://www.ko-ougimachi.com/itiniti/itiniti2-1.htm 

12 ほんにご無礼な心を持っておりました。ようまあ、これぐらいな難儀でおられたことじゃ。諸事万事について、不足とわがま

まよりほかの心はなかった。一寸きざみにせられてもしかたのない人間でありました」と、自らを深く省み、お礼と喜びの生

活への改まりを決意したのです。 

http://web-konkokyo.info/kyokai/undou/undou/2012_kyoho/201210_html 

13 そうすると受け止め方や生きられ方もかわるわけでありますから、私のこの「心の改まりを思う」ということについても、見

解は様々にあると思うのです。 

http://www.interq.or.jp/happy/konkokyo/tosatakaoka/kokorono1page/kokoronoaratamariwoomou.html 

14 年の改まりを年に二度行うようになったのだ。切り替えの回数は、その後さらに増えていくのだが、年に二度の改まりが重

要な記憶として残った。 

http://pankisa.ti-da.net/d2016-07-08.html 

15 また、そのように思うしかない状況を作って頂いたことも、神様がなんとかして私を助けようとしてくださったことだと実

感しています。そこから改まりを願い、自分の言動を省みて、改まりのお稽古をさせて頂きました。 

https://www.facebook.com/konkokyo/photos/a.521963841207153.1073741844.315052421898297/650922274977975/?type=1&

theater 

16 今日から新しい月です。改まりをさしてもらって、どうぞそれぞれにおかげを蒙られますように、お願い申しておきます。 

http://www.relnet.co.jp/izuo/kyouwa/ikyouwa3-14.htm 

17 ご結婚式でも、馴染みが深く、また、「花嫁」としての特別感や、改まりを感じられる和装は今でもとっても人気です！！ 

http://www.uekon.jp/blog/%E7%9D%80%E7%89%A9%E3%81%AE%E6%97%A5/ 

18 また、自分の行動に言及する際、「場」に対する改まりを表すことが必要になるこ ともある。 

http://www2.tourism.ac.jp/syllabus/2/028-0006.pdf 

19 とはいえ、今年ばかりは年の改まりを嘉する気がまったく失せてしまいました。 

http://www.tufs.ac.jp/blog/ts/p/gsl/2013/01/2013_2.html 

20 季節の改まりを祝い、住民の健康祈願・除災招福を祈願します。棒や獅子舞いなど庭の芸能、舞踊の奉納、キョン

ギン(狂言)などが行われます。 

http://www.okinawastory.jp/event/600009344 

21 ご先祖様から受け継いだお正月の行事の一つ 
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お寺や神社への初詣で「心の改まり」を意識することになります。  

http://www.choufukuji.or.jp/blog/2014/12/30_2136.html 

22 ちょっとした自分の改まりで、そこから大きな変化が生まれてきます。家族の中で全員が助かれば、調和が生まれるでしょ

う。あなたが変われば周りも変わる。それが『家族』です。 

http://www.konkokyo-niigata.com/consultation/ 

23 「神の宮が改まるということは世の中が改まるということ。天皇が改まるということは、これも典型的な世の改まりです。

そして『式年』『遷宮』を繰り返すことによって、新たな蘇り、改まりを目指したといえるのではないでしょうか。

http://www.shinto.org/wordjp/forum/forum23/sengu.htm 

24 では、改心とはなにかとなりますが、それは 自分にとって 都合のいい心の改まりを願うというのとは、まったく別で、も

のすごーく 簡単に、自分流に言ってしまえば、心に神を迎え入れる、とか 神に気づいてともに歩こう とする事、・・で

はないか と 思っているのですが、まぁ それが 正しいのかどうかは ちょっと 強くは言いづらいところではありま

す・・  

http://aureaovis.com/kinyoubi1102.htm 

25 第１部 基礎編（高くする敬語、改まりを示す敬語、恩恵を表す敬語） 

https://7net.omni7.jp/detail/1106375650 

26 御取次を頂いて、信奉者それぞれの信心の改まりを 

http://www.konkokyo-seijo.net/kihonkoshin.html 

27 一方、現代の若者の間で一般的となった『とか』や『みたいな』などの新ぼかし表現は、逆に、改まりを減じる効果を持って

いる。 

http://www001.upp.so-net.ne.jp/ketoba/enkyokuhyougen.html 

28 私の身の上におきましては、これからどのような問題が起こりましても、天地に生かされ、神心を頂く神の子として、その問

題を神様がお差し向けくださいました事柄と受けさせていただき、祈りと改まりを欠かさず、信心の成長をさせていただけ

ますよう、お願い申し上げます。 

http://www.hachigamenet.ne.jp/~konkokyo/imariannai.htm 

29 談話例（3）対人機能（心的距離の拡大で場の改まりを強調） 【第三者言語接触場面・来日時】 

http://bali-icjle2016.com/wp-content/uploads/gravity_forms/2-ec131d5d14e56b102d22ba31c4c20b9c/2016/08/Minako-

TAKAHASHI-discource.pdf?TB_iframe=true 

30 あわれ神慈しみ知らで過ごせし無礼を詫び 

改まりを祈りつつ 生活のなべてを信心と勤しみ  

http://www.hi-ho.ne.jp/s-yamamo/seinen/haishishu02/02shinzenhaishi.htm 

31 年度の改まりを受け，自分のスキルアップや目標設定をする時期の方も多いかと思います。 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20090409/328157/?rt=nocnt 

32 季節の変わり目、正月と同じような年の改まりを意識する人も多く、 

八月踊りや祭りなど、心浮き立つもっとも楽しい時期だったとか。 

http://www.setouchi-bunkaisan.com/time/66 

33 元旦からの何とは無い気持ちの改まりを感じていたのが三日ともなれば、ややいつもの日々に戻って来る。 

http://www5c.biglobe.ne.jp/~janet/hokakebune/hokakebune2/2hokakebune38.htm 

34 県教委では、係長級以上の職員約５０人が参加。古谷宏教育長は、教育ネットワークへの不正アクセスや教職員の不祥事に

触れ「一人一人が精いっぱいのことをやって取り組んでいかなければならない」と信頼回復に向けた覚悟を促した上で「年

の改まりを節目にして、心と体もリフレッシュして元気で会えるようにしよう」と呼び掛けた。 

http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/391048 

35 世界の平和を願う前に、先ず己の心を改心させる。 

改まり改まり、改まりを繰り返して行く内に、自己が完全に無我と成りその答えが「無」として確立された。 

https://blogs.yahoo.co.jp/kamesan1899/13564589.html 

36 「いたします」「申します」は改まりを示すものとして，謙譲語から切り離すことが必要である。 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/kokugo/kokugo_24/gijiyoshi.html 

37 年度の改まりを受け，自分のスキルアップや目標設定をする時期の方も多いかと思います。 

http://www.mitmix.net/2009/04/ 

38 和賀心を世界に  合楽の親先生は、車椅子の上でも、いつも改まりをされています。日々がさらですからね。 

http://www.chicago.wagakokoronet.org/lectures/Katsuragi_Lecture_in_Japanese.html 

39 待遇的にどのレベルの表現が、どの程度の親しさ、あるいは改まりを表すかに無頓着ではいられない。 

http://www.tuins.ac.jp/library/pdf/2003jinbun-PDF/tanakam.pdf 

40  代替語の多くが漢語（字音語）だが、限られた音構成がもたらす独特の響きもあってか、代替語を言うときになにがしかの

改まりを要求するためらしい。  

https://www1.gifu-u.ac.jp/~satopy/kini058.htm 

41 年の改まりを機に知人のアメリカ土産である「ドリームキャッチャー」をクルマにあしらってみる。 

新年の八百万（やおよろず）の神さまへの願い事に足りずネイティブアメリカンの神さんにもかっ！って突っ込みは無し

で・・・ 

http://fieldreseachtokachi.blog52.fc2.com/blog-date-201701.html 

42 なるべく相手に言及しないことによって、改まりを示す(くだけ た感じを無くす)ストラテジーであると考えられる。 

http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/23192/1/sln04-033.pdf 

43 正座もまた同じようなもので、日本人の失われるつつある謙虚さや改まりの心などがどんどんと失われていく中で、もう一

度正座という改まりの形から、心の改まりを願うという方向で、今後は大切にされていくのかもしれません。 
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http://www.seiza.net/toukou/toukou1036571247.html 

44 いよいよ新たな年がスタートするな～という気の改まりを感じているこの頃ですが、皆さんはいかがですか？ 

http://aigamakoto.com/main/2017/01/30/%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E9%AD%85%E5%8A%9B%E3%82%84%E6%89%8D

%E8%83%BD%E3%82%92%E6%B4%BB%E3%81%8B%E3%81%99%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F/ 

45 「自分自身から自由になる」事が出来る瞬間なのです。金光教は、教祖様の祈りと教えを通してその出合と改まりを日々刻々

と求め続けて生きる宗教です。  

http://members.tripod.com/~Harry_T/qanda.html 

46 こうした市民努力には敬意を表したい。市民とのコミュニケーションも、東電原発事故の前と後とで「改まり」がなければな

らない事柄。 

https://togetter.com/li/713833 

47 井出（2006）によれば、敬語は「上下、親疎関係を区別し、場所の改まりを示すもの」であり、 上下関係は通常年齢や社会

的地位などで表わされ、親疎関係は知り合ってからの長さや親し さ、または「ウチ・ソト」の関係でも表わされるとしてい

る。 

https://www.jrc.sophia.ac.jp/pdf/research/bulletin/ver2904.pdf 

48 静かに張りつめた雪の空気感が新年の改まりを感じさせてくれた。 

http://btobsc.blog25.fc2.com/blog-entry-725.html 

49 この半年間、天地の間にあって、神様のお恵み・お働きを頂き、御取次のみ働きに数多の神みかげを頂いておりますことをお

礼申し上げ、知らず知らずのご無礼・お粗末・不行き届きをお詫び申し上げ、日々の改まりをお願い申し上げました。 

https://konko-daizenzi.jimdo.com/%E3%81%8A%E3%81%97%E3%82%89%E3%81%9B/ 

50 夏越の大祓に行ってきた。上半期のお詫び・お礼・改まりを心願成就してきたので、明日からはまた新しい私だ w 

http://twilog.org/blossomstc/month-1606 

51 昨晩は月の改まりを職場で迎えてしまいました。 

http://sandsea.blog76.fc2.com/blog-entry-1534.html 

52 もっと言えばただ自動織機で織られただけの西陣織よりもはるかに上品な改まりを見せてくれるのです。 

http://www.gofukuyasan.jp/SHOP/HYD-HTT-011133.html 

53 席入りしたら、床の間の前へ。 

掛物や花入、花、香炉などを拝見します。 御亭主と改めてご挨拶。 

膝の前の扇子で改まりを表します。 

http://tibc2.blog.fc2.com/blog-date-201502.html 

54 ①話題の人物とか聞き手を｛目上の人／ソトの関係の人｝として扱っていることを示したい場合  ②改まりを示したい場合  

③丁寧さを示したい場合 

http://blog.goo.ne.jp/bunpoublog/e/f419ab19352aa7590a8ea2617b52cd8e 

55 毎年のことながら、年の改まりを賀げるのは幸せなことなんだろうなって思います。 

http://ameblo.jp/kenji-ebisawa/entry-12234045876.html 

56 教えを聞き、改まりを進めて、とげとげしい心の角を削り、神様のみ心にそえるような心になる信心になりたいと思います。 

http://www.bbbn.jp/~f-takao/mo-2102.htm 

57 久しぶりに、新年に新しいカレンダーを下ろすという行為による年の改まりを感じました。 

http://siskiyousdeepimpact.cocolog-nifty.com/blog/cat6859465/index.html 

58 確かにかなでちゃんがいなければ不良に目をつけられること自体もなかったかもしれないけど、こういう事件が再び発生し

たあとで態度の改まりを正しく示さないことには根本的解決にはならないし、って考えると、ほんとに転校してきてよかっ

たなぁ…AS 至誠館じゃない時空でもなんだかんだみんな幸せになるとしんじていますけど…！ 

http://usmmgirl.hateblo.jp/entry/2014/09/28/122757 

59 なお、ここでいう Revolutionは社会の強行的転換というような具体的形態を意味するものでなく、本来の意味、つまり世界

軸の Revolt（回転）あるいは、「革命」（天命の改まり）を意味することはいうまでもない。 

http://hotatelog.cocolog-nifty.com/blog/2015/12/post-5aef.html 

60 改まりとは、人と人とが助け合って生きていってほしいとの神様の願いに応えること。

http://konkokyo.main.jp/?m=201410 

61 ((対調》を改まった場面と位置付け、相手に言及する形式を用いないこと によって改まりを示している。 

https://core.ac.uk/download/pdf/38200752.pdf 

62 山之辺の道にこんな素敵な場所があるんですね 

青竹のすがすがしさ、場の清浄さ、年の改まりを感じました。 

http://kmamiya.exblog.jp/13033707/ 

63 PIMP G への改まりを随所からひしひしと感じる他方、音楽の基本を担う音色の部分はどうにもお家芸炸裂で、そこがまた心

憎かったりするのです。 

http://groovinrb.blog32.fc2.com/blog-entry-1666.html?sp 

64 町で育つ子どもたちの成長を観るのも、習う歌舞伎の面白さを身近に感じるのも、街中の鉄砲洲稲荷神社境内に集った人と

季節の改まりを祈るのも、支え続けてきた方々のおかげです。 

http://machihito.blog131.fc2.com/blog-entry-1526.html?sp 

65 私たちが改まりをして信心を向上させていくことが神さまの願いであり、改まりにより私たちの「受け物」の穴がふさがれ

ば、より大きなおかげがどんどん入ってくるわけですから「改まり」ということは大切でありボロイことでもあります。 

http://www.tamamizu.org/archive/kyoufuu/shinjin_kyohu_1301.html 

66 日々の改まりが第一である 

http://www.konkokyo-abeno.com/mioshie/2011_07/2011_07_05.html 
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67 今日の改まりが明るい未来を開く 

http://konkokyo-abeno.seesaa.net/article/404996675.html 

68 教祖様は「信心は日々の改まりが第一じゃ」とみ教えくださっています。改まりがないと、次の進歩もない、展開もない、信

心が進むということもない 

http://www.konkokyo.or.jp/undou/aiyokakeyo/new&back/back/abe1.html 

69 改まりでも、改まれぬ……。どうも改まれぬ……。我がの強い自分は、改まりができぬのかと、投げてしまいたいようなとこ

ろを、なお祈り、改まりに取り組むことが大切である。 

http://www.relnet.co.jp/izuo/kyouwa/ikyouwa21.htm 

70 そこに信心の始まり、心の改まりが展開して行くのではと。和賀心は神様からいただくものでは 

http://www.interq.or.jp/happy/konkokyo/tosatakaoka/kokorono1page/kokoronoaratamarinituite.html 

71 目の前の問題に取り組んで、目に見えていることにお礼が出来、改まることから始まって、目に見えてこないお礼や改まり

ができてくると、「上」な信心となる…と思えました。 

http://konkokyo.org/tokiwadai/news-tokiwadai/minori-2014-4/65677/ 

72 とはいえ、「今年こそはよりよい年に…」という願いを込めた一人一人の心の改まりが積み重なれば、徐々ながらも世の中が

動き出し、気がつけば大きな社会潮流の変化となって現れるということもありえようし、既に予定されている今年度中の国

際・国内的な種々の政治・経済事案が、新しい状況の変化を呼び起こすことにもなるであろう。 

http://www.tsr-net.co.jp/news/situation_before/1198888_1626.html 

73 国会での発話は公的な場で行われていること，話者の目の前に相手がいるという条件により，場や聞き手への改まりが言語

に現れている。また，断定的な発話を 回避するストラテジーが現れた言語表現となっているという特徴も挙げられる。 

https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/25454/1/jle0000100490.pdf 

74 今までも段取りの悪さを主人が指摘してくれて重々承知しているのに反省がない、改まりがない、工夫をしない。 

http://fonwaka2.blog.fc2.com/?no=115 

75 自分自身の過ちにすみやかに気付かせていただき、進んで改まりができますようお導きくださいませ。 

http://www.hachigamenet.ne.jp/~konkokyo/imariannai.htm 

76 昨日の私と今日の私は違う。演出を加えても、そこに改まりが伴わなければ。S53・8・7 

http://nakabaru.wagakokoronet.org/ken/ken1.html 

77 Matsumoto (2009)は、慣習的な改まりが好まれるサービス産業のコンテクストがこのような敬体の使 用を動機づけると述べ

ている。 

http://online.sfsu.edu/icplj/conference/ICPLJ7%20Schedule%20&%20Abstracts/Conf%20Handbook%20pdf/Oral%20Present

ations/Horie.pdf 

78 新年は家族一斉に手拭と足袋と履物を新しいものに。著者にとってはそんな 改まりが幼いころからしみている新年の記憶だ

とか。父である幸田露伴を 含む家族との思い出を季節の情感たっぷりに描いている名随筆集です。 

http://www.madokapialibrary.jp/MyDocument/PDF/parala73.pdf 

79 改まりがある 

http://koreataigu.up.seesaa.net/image/taigu202014-02.pdf 

80 心の改まりができますように、日参して先生のお話を聞いて勉強するのです。 

https://plaza.rakuten.co.jp/sapporominami/diary/?ctgy=4 

81 国立国語研究所(2000)では、「しかし、協調の原理が事実とずれているように見えるのは、日本語の 場合、主としてソトの人

間との会話、つまり改まりがはげしい場合であり、ウチの関係ではかなりよくあては まる」(p.112)と説明されている。 

http://www.tuins.ac.jp/library/pdf/2003jinbun-PDF/tanakam.pdf 

82 今度の御大祭のダンスを娘達にお願いしたのは、この時の反省と改まりがあったからだ。 

http://blog.nichijou-hyakka.versus.jp/?eid=1281777 

83 今回, 随筆以外のデータでは ｢美味｣ が出てこなかったということには, 随筆 という書き言葉テクストのジャンル性 (一

人称, ノンフィクション) や, 『文藝春秋』 というメジャー でパブリックな媒体である, すなわちある程度の改まりが要

求される, ということも関係しているだろう｡ 

http://teapot.lib.ocha.ac.jp/ocha/bitstream/10083/51531/1/06_55-68.pdf 

84 手水鉢に張った氷を捨てるという何気ない日常の動作をよんだものですが、その深意は、ここで言う氷とは昨年の水が氷っ

たものであるので、新年にあたり捨てたという、新しい年への気分の改まりが見てとれます。 

http://e-tanzaku.com/catalog/detail.php?aid=6299 

85 血圧騒動があったから、生活習慣の改まりができた。一見困り事でも、それは次の展開の始まりとふに落ちた。 

https://adachisusumu.jimdo.com/2016/11/21/%E3%81%B5%E3%81%AB%E8%90%BD%E3%81%A1%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E6%9

9%82%E9%96%93%E3%81%8C%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B/ 

86 自分の病気は自分の生活習慣が作ったものであり、それを改めることで、自分で自分の病気を治すことができる！ 改まり

がなければ必ずくり返す事になる）・・・を否定するようでは、トラブルばかり生じ、良い治療は望めないからです。 

http://riepyon.net/gan-sp4.shtml 

87 信心は「改まり」が肝心ですものね🎵 

http://wakabacchorutai.blog.jp/archives/2016-05.html 

88 安倍さんでは、確実、崩壊しますからね。。。  （その方が、世の改まりが早くていいのですけど） 

http://blog.livedoor.jp/eleking0620-urausagijima/archives/70234143.html 

89 なお、本邦（日本国）は、過去（歴史的）にも、西洋の思想や東洋の思想、つまり宗教の理念を貴台に、軍国化された事が数

回も生じているが、それに対する（憲法を用いても）改まりが無いのかと国家を疑うに至る。 

http://yorozuya01web.moe.hm/wiki/Crackers_Die.php?%E6%97%A5%E8%AA%8C%2F%E9%80%B2%E6%8D%97%2F%E5%B9%B3%E6%88%90

29%E5%B9%B4%E5%BA%A6%2F22 
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90 だから、映画を観るんだね。映画は娯楽の流れで観ることに改まりがない。   

http://blog.goo.ne.jp/7makemono-8n8n/e/10ded84b47b3959c75fb9e546a587106 

91 「お詫が申せるということは、神様を中心とした生活をしているということです。  

そして本当の改まりが出てくるのです。  

http://shinko41.blog.fc2.com/blog-entry-538.html 

92 ここ では，「都」においても「書き言葉」の場合には， 非音便形が使われたということであり，ある種のか しこまり，また

は改まりが要求されるような場面で は，音便形が避けられるという習慣が地域言語の場 合にもあったのかもしれない。 

http://www.library.tokushima-ec.ed.jp/digital/webkiyou/57/165-176.pdf 

93 ヴィルツ方言は、上述の「破裂音 t/d の前における長母音または二重母音の軟口蓋音化」 をはじめいくつか顕著な特徴を

持つが、日常的にこの方言を使用する人たちにとっては、方 言とはっきり異なる標準ルクセンブルク語の使用にはある種の

「改まり」が感じられ、それ を避けるために、特にプライベートな領域でのメール等の文章語において日常の言語である 方

言が使われると考えられる。 

http://www3.muroran-it.ac.jp/hlc/2016/05.pdf 

94 よって、 SA は《対調》、 YA は《対調》のみならず《対老》をも改まりの高い場面 と位置付け、相手への言及を避けたと考

えることができる。 

http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/23242/1/sln06-064.pdf 

95 父のことは罰でもあり功徳でもあったと思います。いくら勧誡を受けたとしても、信仰の寸心に改まりがなければかえって

大きな罪をつくることになるのだと、実感させられました。 

http://saijosigokuuchudaiichi.hatenablog.com/entry/20130327/p1 

96 所詮この不安も日々の改まりが授ける不具合にすぎない。 

http://www.twitlonger.com/show/n_1so91k2 

97 その声に込められた深遠な謎には私の心をとらえて離さぬものがあった」村人の間では、改悛と悔い改まりが熱波のように

広まり、シオタのテープを聴きにくる者が多くいた。 

http://yunomesetu.blogspot.jp/2006/08/blog-post_115620419473907116.html 

98 「脚下照顧（きゃかしょうこ）」（あしもとをみよ）によってこそ、自らの根底からの改まりが始められるのではあるまいか。 

http://yosino32.cocolog-nifty.com/blog/2016/10/post-fb40.html 

99 何が良いかというと、色々な先生のお話が素晴しく、心を洗われ、心の改まりが出来ることであります。 

http://archive.fo/yVWwS#selection-269.251-269.298 

100 共通語的・改まりが目立つ話者のみ。丁寧形のテイマス・ デイマスは例なし。 

http://deialect-phonetics.la.coocan.jp/kyoto1mokuyoushi.pdf 

101 また、日本国の民、その一人として「朝鮮民主主義人民共和国を自称する自治に付いては、本邦への軍事的敵意の表現に付い

て、改まりが無い」とも判断するに至っている。 

https://xn--tck7crbj.com/comments.html/20160920-00000042-san-pol/49 

102 改まりに迷いなく 

昨日は、天候初め万事万端のご都合お繰り合わせを頂いて、無事安全に共々に二月の御本部御礼参拝をさせて頂きまして、

真に有り難いことでございました。 

http://konkokyo-abeno.seesaa.net/article/447203904.html 

103 自分自身が出来ていない所はどうあっても出来るようにならせて頂くために、日々の改まりに励みましょう。 

http://konkokyo-abeno.seesaa.net/article/62305687.html 

104 そういう状況になっても、少しずつでも手元のところから「お礼を土台」とした感謝の生活になるように、繰り返し取り組ん

でいくことが、「日々の改まり」につながり、家庭内でも不和のない生活が生まれてくるのだと思います。  

http://web-konkokyo.info/guide/kyodan/h29_html 

105 私は、改まりということはとっても大事な事だと思います。自分がさせてもらって出来ている。 

http://www.relnet.co.jp/izuo/kyouwa/ikyouwa3-14.htm 

106 日常では,「それどういう意味？」と聞く親しい相手にも会議では,「それはどういう意味でしょうか」と言うなど,場面の改

まりに応じた配慮を表す。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200101/hpab200101_2_311.html 

107 わが内面に巣くう問題を見逃さずに、改まりにつなげていくことが願われる。 

http://inochinokoe.onamae.jp/inotinokoe/inotinokoe/map/map2/page137.htm 

108 年の改まりにちなみ、和の華やぐ装いにふさわしい簪や櫛などを展示。 

http://acce-museum.main.jp/archives.html 

109 信心継承の一助にしたいと取り組んだことでしたが、初代のみ教えを頂くことで、信心を頂くことになり、改まりになって

きました。 

http://www.konkokyo.or.jp/undou/aiyokakeyo/new&back/back/imanisi1.html 

110 家庭内の小さい出来事でもよくお願いしながら実践してください。 

こういうことの積み重ねが大きな改まりに続いていくのです。 

http://takasu.konko.jp/sub-html/sub-kyowa0607.html 

111 日々の改まりに依り因縁(めぐり)の罪が済めば永くは苦しめぬとみ教を頂いています。 

心配しません腹を立てません。 

http://www.katorikonkokyo-okayama.jp/ 

112 しかし、その後『信心は日々の改まりが第一じゃ。改まりによって、親先祖より子々孫々にいたるまでおかげを蒙る』という

御教えを聞かせてもらいましてから、なるほどそうだと、そこの道理をはっきり分からせて頂くことができました。 

http://www.tamamizu.org/archive/ikyou/shinjin_ikyo_wagashinjin0509.html 
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113 一休さんが教えられたのも同じことです。 

肝心なことは、日々の改まりにあるのです。 

http://kizukyokai.blog100.fc2.com/blog-entry-319.html 

114 そしてお正月のお年の改まりに、今年の幸を祈願する。 

http://bunkaisan-amami-city.com/user-lib/sani-no-nenntyuugouji.pdf 

115 同じ日は一日とてありませんし、その日その瞬間を大切に過ごすことで、自己の改まりになるのです。 

http://www.konkokyo-niigata.com/about/konkokyo/ 

116 本心の玉を磨くことが信心なのだ、日々の改まりに精進させていただくことが信心なのだ。 

http://nakabaru.wagakokoronet.org/issue/izumi/33.htm 

117 信心をさせて頂いて・・・自分の欠点をみつめ・・・ 

そこの改まりに力を入れるより・・・ 

神さまの子として・・・一日、一日を実意・丁寧・正直・親切に生きる練習をする 

http://s.webry.info/sp/konkoukyouwagakokorokai.at.webry.info/201102/article_19.html 

118 既知のものでも､従来と違う解釈をしていたりすれば当然話は変わってくる｡それは 2の認識の改まりにも繋がるからである｡ 

http://d.hatena.ne.jp/negadaikon/mobile?date=20121213 

119 更には、敬語の世界そのものにおいて近年、「御＋漢語＋する」(「御＋和語＋する」)という本来謙譲の表現形式を、相手側

を立てる尊敬語として混用してしまう事情が深刻ですが、その点でも、今回の「電話する」「連絡をする」についても、その

ような主語が誰で、それに対して話者はどう改まろうとしているのに意識をめぐらせれば主部や副詞句を成す名詞と、動詞

の分離、またそれらの位置関係を明瞭にする格助詞の活用意識が改まりには欠かせないのではないでしょうか。 

https://oshiete1.nifty.com/qa1472594.html 

120 取次者とりつぎしゃ（ 伝導者 ）のわたしが自身のお取次（ 自己の改まり ）にふみこむことこそ、それが氏子の助かりに繋

がる。 

http://blog.konkokyo-mk.com/2016/07/scared.html 

121 だから何か事が起きた時も自分で解決しようと思わないで、その問題をよく神様にお願いし、今までのご無礼をお詫びし、

改まりをしてしっかり祈っていきましょう。 

http://takasu.konko.jp/sub-html/sub-kyowa0511.html 

122 未だそのような「改まり」に対しては予備段階に過ぎないが、最も欠かせないものは政治的誠実さであるに違いない。 

http://ameblo.jp/ueno63j/entry-11995054700.html 

123 新たな 1年を頂き、おかげの中に生かされている自分に気付く、その改まりに感謝してまいりたいと思っております。 

http://www.senjutalk.net/blog/index.php?e=882 

124 対話の場面の改まりに関連する現象と考えると、ピラミッドの下方への転進とも位置付け うる。 

http://keinen.info/download/Late_Adoption_of_Honorifics_and_Life_Stage(1.2).pdf 

125 日々改まりに心掛ければ、変われないことはありません。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1045982265 

126 それからは、ただお願いするだけではなく、色々と気付かせていただいたことや生活の中での改まりに取組ませていただく

ようにしました。 

http://yamatan.wagakokoro.com/?month=200705 

127 このように、このお道での神様とのコミュニケーションはダイアローグですから、自分の中に改まりや変化が起こり、そこ

から新しいものが生まれてくる。これが「祈り」のすごさです。 

http://kic.jpn.org/jpn/?p=1117 

128 朝の散歩、 

年の改まりに、今朝の太陽に感動した。 

ロンドンのテート美術館。 

https://plaza.rakuten.co.jp/emilab/diary/?PageId=112 

129 ところが、このような漢字の組み合わせによる抽象化もまた、改まり表現の一種なのですから、その意味でも改まりとは名

詞と動詞をその本来の役割に戻して表現する様式性の高い方法なのだとも思えます。 

https://okwave.jp/qa/q1472594.html 

130 年度の改まりに合わせて、みんなも意識高めてきてんのか？ こりゃ俺もうかうかしてられないわ。OK、しっかり向上心保っ

てやっていこう。 

http://who2438.blog68.fc2.com/ 

131 年の改まりに、そういうことを考えるのもまた、よろしいのではないかと。 

http://ayanosuke.sakura.ne.jp/top/bbs08/log801.html 

132 年度の改まりに伴って、新しい様々な制度がスタートしたとニュースが報じている。 

http://nonkidoh.exblog.jp/10327791/ 

133 年の改まりにこれといったこだわりはないのですが 

http://dt24ts17.blog.fc2.com/blog-entry-278.html 

134 年令を重ねる毎に 学びの増えましていく 人生は 味 があると 

思うのも 年の改まりにの 決まりごとの様な 感もある。 

http://umi925.blog.fc2.com/blog-entry-703.html 

135 今でも挨拶なんてそこそこに話しをそらす不器用ぶりで他の無駄話は多く喋るのに何とも中途半端な改まりに弱いのであ

る。 

http://ksrk2330588.otemo-yan.net/d2013-01.html 

136 数限りない言葉の改まりの果てにも喪われない何物かこそが真ならば、人は恐らく何もかも成し得まい。 
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http://www.twitlonger.com/show/n_1spmr4m 

137 ですから、「あいよかけよ」の生活を、いま自分がどこまでできているかということを点検してみるためには、自分自身の

心を振り返ってみて、以上の３つにあてはめ、反省、改まりをしていけばよいと思います。 

http://www.konkokyo.or.jp/undou/aiyokakeyo/new&back/back/huziwara1.html 

138 自分に返して反省と改まりに努めたことで状況が改善されていったというのです。 

http://www001.upp.so-net.ne.jp/konko/contents124topiks7.html 

139 しなが鳥のこと、詳しくお書きいただいて本当にありがとうございました。 

年度の改まりに一首。 

http://www1.ezbbs.net/cgi/reply?id=mizukaki&dd=01&re=2984 

140 つまり国の元号の改元ということに対しましては、政治の上に立つ人達のお考え、それから国の何らかの改まりによつて変

えて行くということは、その当局の局に当られた人達のお考えによつて決められて行くといいのじやないかというふうに考

えるのであります。 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/007/0804/00703070804009a.html 

141 今ほんとあっちこっちで色んなものに手を出して身動き取れないくらいなんですけど、体が足りないよ〜〜ってなりながら

週末になるたびに反復横跳びしてるし、仕事は年度の改まりに向けて忙しさが増してるし、私どーなっちゃうの、どうにも

ならない、楽しく生き延びるしかない 

http://twisave.com/syukusai/2017/3/6/p:2 

142 

 

真のお詫びは真の改まりであり、それは喜びである。 

http://konkokyo-abeno.seesaa.net/article/408825569.html 

143 

 

それが私の思う「受け入れたことを生かす」という「心の改まり」であり、人心から神心になることだと思うのですが、どう

でありましょうか。 

http://www.interq.or.jp/happy/konkokyo/tosatakaoka/kokorono1page/kokoronoaratamarinituite.html 

144 

 

まだまだ神様から自分に対して 

ご祈念であったり、改まりであったり、沢山の足りない所をご催促されている。 

https://www.facebook.com/438311699519481/photos/a.735913126426002.1073741829.438311699519481/1102096089807702/

?type=1&theater 

145 やはり新年は年の改まりであるから、古代以来の生命の謳歌のシンボルを祭ったということだろうか。 

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=290374 

146 今日の日めくりのみ教えが「改まり」。この改まりいうのは、「一つ改まれば一つだけのおかげ、二つ改まれば二つだけのおか

げ」と、このように教えて頂いておる。 

http://www.ko-ougimachi.com/itiniti/itiniti4-9.htm 

147 ちょっとした自分の改まりで、そこから大きな変化が生まれてきます。家族の中で全員が助かれば、調和が生まれるでしょ

う。あなたが変われば周りも変わる。それが『家族』です。 

http://www.konkokyo-niigata.com/consultation/ 

148 私にとっては 

炉開きは改まりで 

初釜は社中親睦会という位置付け。 

http://seishinnkai.blog.fc2.com/blog-entry-114.html 

149 〝改まり〟と言うことから申せば、これが、最高の改まりでありました。 

http://www.tamamizu.org/archive/ikyou/shinjin_ikyo_wagashinjin0708.html 

150 こちらの目指すところは改まりであって、何とかして、改まるように仕向けてゆかなければなりません。 

http://tamamizu.org/archive/ikyou/shinjin_ikyo_wagashinjin1109.html 

151 そしてこのとき師は、自分は本音本心では神さまに頼る心よりは、頼母子に頼る気持ちの方が強かった、つまり、「形として

は神さまを拝んでても、実は頼母子を拝んでた」と気づかれ、お詫びと改まりで切り抜けられました。 

http://www.70th.tamamizu.org/wordpress/?page_id=403 

152 改まりというても、手の平を返したような改まりでなければ、本当のものは身につき難いです。 

http://nakabaru.wagakokoronet.org/ken/ken5.html 

153 「世界」を出るというのは、改まりであり、生まれ変わりです。お取次に関わりながら、神様の寄り添いを感じながら、取次

者自身が神様との縦軸を磨き上げ、信心の重心を移動させて、自分の「世界」を超え出ていきましょう。 

http://kic.jpn.org/jpn/?p=1117 

154  子どもの問題は、親の改まりでおかげを頂くことが多いです。まずは自分が改まっておかげを受けましょう。

http://tanifuji1223.jugem.jp/?day=20160628 

155 月が改まるのだって年間１２回ある訳で、その内の１回が年の改まりであるだけなんですが不思議ですね、この感覚。 

http://takaaki.blog13.fc2.com/?mode=m&no=124 

156 難易度、アイデア度ともに最高レベルの改まりでお馴染みの、七休さんのページ。 

http://www.geocities.co.jp/Playtown-Knight/3445/link.htm 

157 ああ、そうだった。暫く保存のきくものとか、調理できるものはためておきたいね。（グウロの答えに、唸りながら思案し。） 

手帳も、年の改まりで心機一転したい、ってとこ？ 俺も、仕事が手帳で管理できるぐらい詰れば良いのになあ。（笑ってた

き火を見上げ…）何だろうなあ。Kwdz 

http://tarkeys.zero-city.com/log2/041226maruti.html 

158 金光教は教派神道でありながら神道形式を否定している部分がある、本来 人・物には罪や穢れは無く気持の「心の罪・穢れ

は」大麻（祓い串）では 祓う事が出来ず、信心により心の改まりで祓われるのであると言う思想  がある祓行事は形式で大

切なのは心の曇りをいかに自分が改まりの心の祓いが 出来るかにある、だから形式的な祓い行事はなくなりつつある。 
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http://boo.arinecoinco.com/1130757487.html 

159 病気治しというよりも、心の改まりで結果、病気が治ったということじゃね？  

病気ウェルカム！ではないわな。まっ、病気が好きで治りたくない人は別だが W  

http://life9.2ch.net/test/read.cgi/psy/1201157252/ 

160 自身の信心を確かめる  

１ 反省と改まりから 

http://konkokyo.main.jp/?p=1321 

161 改まりからおかげが  

私の好きな言葉に、「心が動けば、体が動く」という言葉があります。 

http://web-konkokyo.info/kyokai/undou/undou/2013_kyoho/201311_html 

162 和の心-どういう中にも調和していく心。 賀の心-改まりから生まれる信心の喜び。 

https://blogs.yahoo.co.jp/totoro1145totoro/7482087.html 

163 疎の関係の堅苦しさや改まりから親の関係に一歩近づこうとす るとき→「からかい」や「ふざけ」のゲーム 

http://www2.toyo.ac.jp/~miyake/pdf/PolitenessinBritishEnglishJP.pdf 

164 その姿勢は利用者のみならず, 利用者と 関わる社会の側にも迷惑をかけることに繋がる, として理解ができるようにはな

っているが, 行動の改まりまでは幾分距離がある. 

file:///C:/Users/Luong/Downloads/fukushi127-09kimata.pdf 

165 私どもは、半年という改まり、月という改まり、そして今日という改まりの今朝を迎えている。そしてそれが、ずっと続き

ますといいますか、ずっとありますと、「今」というのが改まりの瞬間なんですね。常に改まっているはずなんです。命と

いうものは、私は改まりだと思っているんです。 

http://www.relnet.co.jp/izuo/kyouwa/ikyouwa3-14.htm 

166 心の隅々（すみずみ）に迄（まで）ハッキリとわかるようになった。これに取り組んで行くことが改まりだと心づく時、生

き方が変わってきた。 

https://blogs.yahoo.co.jp/totoro1145totoro/15013494.html 

167 イメージアップそのものが、まず大きな改まりだと思う。 

http://nakabaru.wagakokoronet.org/ken/ken6.html 

168 2月に締めた決算を集計するのに時間がかかるから 3か月の猶予を設けたともいわれているが、私は当時の人々に「寒風吹

きすさぶ冬ではなく、春こそが、年の改まりだ。」という認識があったのではないかと思う。 

http://59s-hibikor.doorblog.jp/archives/47303768.html 

169 それをなぜ正月 14日にやるかというと、この正月 14日というのは１年の中で最も意義の深い時であるので〔昔は１月 15

日が年の改まりだと考えられていた〕 

http://kimugoq.blog.so-net.ne.jp/2008-05-30 

170 こうした場合、デス・マス体の部分あ改まりの気持ちを表します。 

https://books.google.co.jp/books?id=0eprLex8sr0C&pg=PA505&dq=%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%

90%88%E3%80%81%E3%83%87%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%B9%E4%BD%93%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%88%86%E3%81%82%E6%94

%B9%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%AE%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%82%92%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%8

2&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwiB0O3dlIHYAhVK6bwKHfBPBGcQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E5

%A0%B4%E5%90%88%E3%80%81%E3%83%87%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%B9%E4%BD%93%E3%81%AE%E9%83%A8%E5%88%86%E3%8

1%82%E6%94%B9%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%AE%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%82%92%E8%A1%A8%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%

99%E3%80%82&f=false 

171 場や状況に対する「改まりの気持ち」を示すとても丁寧な言い回しです。 

https://books.google.co.jp/books?id=dZt1CwAAQBAJ&pg=PA63&dq=%E5%A0%B4%E3%82%84%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AB%E5%A

F%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E6%94%B9%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%AE%E6%B0%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%8D%E3%82%

92%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%81%A8%E3%81%A6%E3%82%82%E4%B8%81%E5%AF%A7%E3%81%AA%E8%A8%80%E3%81%84%E5%9B%9E%E3%81%97

%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwi1objUlIHYAhWLVLwKHUFBAYkQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%E5%A0%B4%E3%

82%84%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8C%E6%94%B9%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%AE%E6%B0

%97%E6%8C%81%E3%81%A1%E3%80%8D%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%99%E3%81%A8%E3%81%A6%E3%82%82%E4%B8%81%E5%AF%A7%E3%81%A

A%E8%A8%80%E3%81%84%E5%9B%9E%E3%81%97%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82&f=false 

172 会議や儀式など公の場面は改まりの程度が高く、家族の団らんや買い物などの日常生活の場面は改まりの程度が低い。一般

的に、改まりの程度の高い場合には丁寧な、改まりの程度の低い場合にはくだけた言葉遣いが選択されている。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_bunka/kokugo_index/toushin/attach/1325329.htm 

173 改まりの作法といえるでしょう 

https://books.google.co.jp/books?id=ZwpOBAAAQBAJ&pg=PT85&lpg=PT85&dq=%E6%94%B9%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%AE%E4%B

D%9C%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86&source=bl&ots=MGZ_GI40CP

&sig=jQYxvZKEpzdXCtbiuDIH2bvFKQw&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwib6fbBlIHYAhXJUrwKHQNHB0MQ6AEIJzAA#v=onepage&q=%E6%94%B

9%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%B3%95%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%

E3%81%86&f=false 
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174 ある程度改まりのある「場」を意識した上で、「相手」を対等の立場にあるものとして扱うといった役割、しして自分より少

し目下の相手であっても軽くは扱わないといった機能が中心になるといえる。 

https://books.google.co.jp/books?id=HIiJf-

WMwZoC&pg=PT54&dq=%E3%81%82%E3%82%8B%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E6%94%B9%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E

3%80%8C%E5%A0%B4%E3%80%8D%E3%82%92%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%81%97%E3%81%9F%E4%B8%8A%E3%81%A7%E3%80%81&hl=ja&sa=X&v

ed=0ahUKEwjnzbWGlYHYAhUMx7wKHUlpA7QQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%E3%81%82%E3%82%8B%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E6%94%B9%E3%81%B

E%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%8C%E5%A0%B4%E3%80%8D%E3%82%92%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%81%97%E3%81%9F%

E4%B8%8A%E3%81%A7%E3%80%81&f=false 

175 喜びと改まりの心 

元日には、皆が「おめでとう、おめでとう」と言い合い、新年を喜び合います。 

http://kizukyokai.blog100.fc2.com/blog-entry-422.html 

176 しかし、五十年の内に万事に慣れて、傲慢になったり、自分勝手になったり、わかったような気になって神様の教えに背いて

いないか、しきりに反省の心が起き、大きな改まりの年だと自分に言い聞かせているようなことです。   

http://shinagawa.konko.jp/isao.htm 

177 問題は改まりの鍵 

昨日は、５月１１日に天地金乃神大祭を無事お仕え申させて頂きました、お礼の御本部参拝を共々にさせて頂きまして、真

に有り難いことでございました 

http://konkokyo-abeno.seesaa.net/article/437923196.html 

178 敬語には様々な性質があるわけだが、まずは敬語に関する三つの基本ということで、「いらっしゃる」や「なさる」などの「高

くする敬語」、「まいる」や「いたす」などの「改まりの敬語」、「いただく」や「くださる」などの「恩恵を表す敬語」につい

て、理解を深めておくとよいだろう。 

http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/culture_140421.html 

179 文体的特徴 

改まりの度合い…くだけた語、書き言葉(文章語)、話し言葉(口語) 

http://www.geocities.co.jp/next_osaru/lesson/gengo/06.html 

180 大場先生を一言で表わせば『実意の人』といえましょう。そしてそのご信心の一つとして〝改まりの信心〟が挙げられます。 

http://konko-shiba.in.coocan.jp/michisiba/michisiba28-01.htm 

181 『温故知新』がいろいろの機会に言われるようですが、『ふるきを尋ねて見ることも、年の改まりの風情にはどうでしょうか。』 

http://roumu-k.jp/blog/disp.php?sid=22 

182 神様と共に生きさしてもろてる、神様の中へ生かしてもろろてるという、改まりの裏を見てみるとお礼なんですわ。 

http://www.ko-ougimachi.com/itiniti/itiniti2-1.htm 

183 新年にあたり、新たな願いを立て、お礼と改まりの心をもって、一年のことを祈願する祭典です。 

http://web-konkokyo.info/guide/saiten/index_html 

184 改まりのご修行が繁盛の元 

http://www.konkokyo-abeno.com/mioshie/2016_06/2016_06_20.html 

185 この場合は、丁寧体の部分で改まりの気持ちを表わすことができます。  

http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/ja/gmod/courses/c02/lesson48/step1/explanation/091.html 

186 〈一例として,主として話し言葉において,何かを借りるときに出現し得る多様な表現の形を,前置きなどを省略した形で,丁

寧さや改まりの程度とともに掲げておく。〉という趣旨らしい。  

http://1311racco.blog75.fc2.com/blog-entry-2879.html 

187 使用者の性差と使用場面の改まりの差によって大まかに分類してみると、表１のようになる。 

http://kashida-yoshio.com/gensho/3gou/Muranaka%20Toshiko3%20kansaihougen.pdf 

188 そこから改まりを願い、自分の言動を省みて、改まりのお稽古をさせて頂きました。 

https://www.facebook.com/konkokyo/photos/a.521963841207153.1073741844.315052421898297/650922274977975/?type=1&

theater 

189 「ほつま伝え」が述べる、天照君が原見山に御帰還されて即位された年、また次代の忍穂耳尊に譲位された年、そして神武元

年の大いなる改まりの年はどれも極めて重要な大変革であった年と言えます。 

https://www.facebook.com/hotuma.yamato.bunkajuku/photos/a.419278558279381.1073741830.401281440079093/458657784

341458/?type=1&theater 

190 国語答申では，「人間関係に対する配慮」とと もに「場面に対する配慮」を挙げ，その場面や状況の改まりの程度に配慮し

た，それにふさわしい 言葉遣いを求めている 。 

http://www.edu-ctr.pref.okayama.jp/chousa/study/01kiyoPDF/pdf-ichiba.pdf 

191 

 

４．で「別紙」の選び方で、贈り主の改まりの程度をあらわすというのが、よいようである。 

http://hac.cside.com/manner/10shou/2setu.html 

192 毎年１月１日に、新年にあたり、新たな願いを立て、お礼と改まりの心をもって、一年のことを祈願する祭典です。(金光教

本部 HOME PAGEより) 

http://www.konkokyo-seijo.net/saitenn.html 

193 半幅帯にも素材や色柄で改まりの度合いがありますが、あまり気にせず締めましょう。 

http://www.masuyoshi.co.jp/461721202 

194 和源参りは心が清められ、自らの行いの改まりとなる。 

http://www.ibara.ne.jp/~kazumina/sub4-inori-3.html 

195 つまり，公的な改まった 場面か，私的なくだけた場面か，という場面の改まりの度合いの差異のことである。 

http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/44605/1/OTEGYUN.pdf 
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196 改まりの表示 

丁寧体が使用された環境の中で，丁寧体の使用率 が低い児童にも共通して見られたのは，テストの冒頭 で名前や学年など

の基本的な情報を尋ねる質問に答え る際であった。 

https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/3/38965/20160128140840260713/BullGradSchEduc-HiroshimaUniv-

Part2_64_157.pdf 

197 会議室で会議を行うとき、ふだんぞんざいな口で話し合う社員どうしはある程度の敬語 を使って、いささか改まりの言い方

をする。 

http://www.riyulunwen.com/down/%E6%97%A5%E8%AF%AD%E8%AE%BA%E6%96%87%E5%85%8D%E8%B4%B9%E4%B8%8B%E8%BD%BD%EF%BC%

9A%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%AE%E6%95%AC%E8%AA%9E%E3%81%A8%E4%BA%BA%E9%96%93%E9%96%A2%E4%BF%82.pdf 

198 奄美の「アラセツ（新節）」、山原の「ウユミ（折目）」、西表の「シチ（節）」などの祭りは、いずれも夏から秋にかけて行な

われるものですが、「節目」や「折目」などという年の改まりの意識を残しています。 

http://pankisa.ti-da.net/e8843338.html 

199 話し手が命題内容に対する自らの心的態度を表明する 際の言語表現（代表的なものとして、「～らしい」や「～だろう」など

の文末要素）はモダ リティと呼ばれるが、話者の視点に関するそのような特徴をもつ日本語では、モダリティ 表現によっ

て、話し手や聞き手などの人間関係や場面の改まりの程度が「指標化」されて いると言える。 

http://www2.kobe-u.ac.jp/~ishiik/rev_ver16.pdf 

200 やはり「だんだん」と同義の「漸く」のような、いわば優美な和語（雅語）にも一種の改まりの趣がある。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12101711817 

201 私は、ひれ伏して、ここからの改まりの生活を一心にお願いすると共に、母にはひたすらにお詫びせずにはおられませんで

した。 

http://jyonan.o.oo7.jp/norio/norio1.html 

202 児童が「共通語と方言との違いを理解」するためには、子どもたちにとって身近な方言と改まりの言語体系である共通語と

の比較を通して、方言と共通語それぞれの特徴やよさを学ばせたいと ころである。 

http://www.kyoai.ac.jp/college/ronshuu/no-07/sato.pdf 

203 このように「ください」「なさい」の例が見られず「くだせへ」「なせへ」が専用されたことには、 一段くずれた言い方であ

る訛音を用いることで、改まりの意識を弱め、強い響きを和らげて話し手と受け手の間を縮めようとする意図が感じられる。 

http://www.f.waseda.jp/uenok/ronshu/ronshu_09_mihara.pdf 

204 

 

今朝からどんなけあたしを怒らせた？ 

反省もクソもない 

その態度の改まりのなさにきれてしまった。。。 

https://plaza.rakuten.co.jp/junkochan/diary/200802260000/ 

205 そこで願われる信心とは「改まりの生き方」ではないであろうか。そこに人間が助かりたいがために願わせて頂く「おかげを

頂かせてください」という祈りを、神様はどう受け止められるのか。 

http://www.interq.or.jp/happy/konkokyo/tosatakaoka/kokorono1page/sinzinwosaseteitadakukokoro.html 

206 

 

【改まりの言い方】 

http://www.excellence.fju.edu.tw/plan/1.3.3b/DOC/20100403%E4%B8%AD...pdf 

207 

 

それは、聖なるものの象徴である獅子が、年の改まりの時期に家々を訪ね、新年の福運を授けるというものです。 

http://www7a.biglobe.ne.jp/~amusic/un0404-2.html 

208 

 

新年にあたり、新たな願いを立て、お礼と改まりの心をもって、一年のことを祈願する祭典です。 

http://www.geocities.jp/konko_iida/4saiji.html 

209 日本語には数多くの類義語 1 がある。中には一見同義語のようなものも ある。例えば、「あした」「あす」「みょうにち」は

同義語として扱われて いるが、改まりの度合いという観点から違いがある。 

http://ir.nou.edu.tw/bitstream/987654321/1379/2/H25_185-211.pdf 

210 

 

本報告書の 3.4.節では，話し手と相手との関係のほかに，「休憩場面」と「会議場面」という場面性の違い（改まりの度合い

の違い）を要素に加え，発話中に現われる表現を場面性と関連づけて分析している。 

https://www.sanseido-publ.co.jp/publ/gakko_keigo_2.html 

211 

 

これらは、基本的には、「話し手の気持ち」を表現 するものとしてとらえているものである。しかし、 たとえば〈三省堂〉

では、「それぞれの言い方は、 話し手の気持ちの改まりの違いが、ことば遣いの 違いとなって表れたものです。 

http://repository.ul.hirosaki-u.ac.jp/dspace/html/10129/277/AN00211590_99_1.pdf 

212 しかし、「気楽な」と「改まった」が反対の意を成しているという保証はないため、本研究では、これを「改まっていない⇔

改まった」というものにした。以下、これ を「改まりの軸」と呼ぶ。 

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/limedio/dlam/B15/B1596334/1.pdf 

213 

 

この作業により、相手が目上の人か、発言の場が改まりのある場であるかなどが明らかにな り、文脈にふさわしい待遇表現

を選び取ること、および当該表現に適切な文型 が使用されているかどうかを判断することができる。 

http://www.cocopb.com/NichiNichi/journal_1/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC/2010/5/5_%E3%80%90%E6

%8A%95%E7%A8%BF%E8%AB%96%E6%96%87%E3%80%91Research_papers%E5%88%9D%E7%B4%9A%E6%96%87%E5%9E%8B%E3%82%92%E7%94%A

8%E3%81%84%E3%81%9F%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E6%95%99%E8%82%B2%EF%BC%9A%E4%B8%AD%E7%B4%9A%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%

E5%8F%A3%E9%A0%AD%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%8C%E3

%83%9F%E3%83%8B%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%82%92%E9%80%9A%E3%81%97%E3%8

1%A6%E9%81%A0%E8%97%A4%E7%9B%B4%E5%AD%90_files/2010_2_endo.pdf 

214 

 

会費の額は月額２００円とするが、年度の改まりの時期には必要に応じて変更することができる。 

http://prejob-suginami.org/wp-content/uploads/2013/05/rules.pdf 

215 したがって、 YA は、改まりの高い場面では ガを用い、改まりの低い場面ではガを省略するという連続的な切換えを行って
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いる 可能性がある。  

http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/23242/1/sln06-064.pdf 

216 

 

取次者である僕自身が、常に改まりの心を持って、そうなれるようにと願って、参られ来る方の末の助か

りに向けて、今後ともお役に立たせていただきたいと心から思っています。  

http://blog.konkokyo-mk.com/2013/04/blog-post_22.html 

217 その２人のやりとりを見ていて 

これは神さまが長女の口を通して 

わたしにおっしゃったことだなあと感じた 

反省反省。。。改まりのご催促だなあ 

http://fonwaka.hatenablog.com/?page=1464362125 

218 これに疑いを持ったり反対したりするのは、主の再臨を、収穫の時を、「かの僕」の職務とそれを果たした者を疑うことにな

り、さらには世の終わりの証拠を、王国の開始を、人の改まりの近いことを疑うことになり、最終的には神と主イエス・キリ

スト、並びに我々がそれによって贖われたキリストの血を却けることになるのです。 

http://www.jwstudy.com/ja/bc607_1914/history3_rutherford/ 

219 

 

当時のことを書いた記事はこちら↓ 

改まりの心をいただき見事におかげにしていただきました。 

https://lineblog.me/konkokyo_mk/archives/345653.html 

220 日 本語の 談話内 では、 同じ相 手にも 敬体と 常体を 混ぜて 話す場 合があ ります 。  

常 体、敬 体は上 下関係 だけで なく 場 面 の改 ま りの 度合い などに よって も使い 分けら れます 。  

http://imuzemi.exblog.jp/19220433/ 

221 文字言語資料では、逆接型「しかし」や添加型「また」が多く、語彙の変種の数も多いこと、音声言語資料では、話を続けて

いく機能を持つ語（で、そして、だから、それから等）が多いこと、「しかしながら」は改まりの指標ととれることなどを指

摘している。 

http://www.sap.hokkyodai.ac.jp/baba/home/setugai02.htm 

222 国語審議会の分類によると、先ほどの「貸して」は、丁寧さの程度が「親しさ＋ややぞんざい」で、改まりの程度が「打ち解

けて、ややくだけている」となる。また、「ちょうだい」は、丁寧さの程度が「親しさ＋丁寧」で、改まりの程度が「打ち解

けている」となる 

http://www.eonet.ne.jp/~sazanamikokugo/kiji/199/199mikami.html 

223 ただ、取り上げられている言葉は決して悪くなく、また、改まりの度合いに応じて似たような言い廻しを紹介している点は

よいと思った。 

https://www.amazon.co.jp/%E5%A4%A7%E5%92%8C%E8%A8%80%E8%91%89%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%88-%E5

%93%81%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%84%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%A8%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%8

1%97%E3%81%AA%E3%81%BF-%E5%B1%B1%E5%B2%B8%E5%BC%98%E5%AD%90/product-reviews/4907462255 

224 

 

「ニテ候」は、品位を保つべき場面など、心理的な改まりの意識の見られる個所で用いられる傾向があり、雅語的である。 

http://researchmap.jp/read0074753/ 

225 正座もまた同じようなもので、日本人の失われるつつある謙虚さや改まりの心などがどんどんと失われていく中で、もう一

度正座という改まりの形から、心の改まりを願うという方向で、今後は大切にされていくのかもしれません。 

http://www.seiza.net/toukou/toukou1036571247.html 

226 例文によっては，連用形を用いた場合に若干の不自然さが生じるが，これは 連用形従属節に文体的な改まりの度合いが高く，

日常会話的な場面にそぐわないことに起因すると考えられる。 

http://www.ls-japan.org/modules/documents/LSJpapers/journals/151_ooshima.pdf 

227 C場面：｢けんか｣｢軽蔑｣)を示しており、｢わたくし｣は基本的に｢A場面｣の改まった場面で 現れ、｢わたし｣は改まりの要求を

されない B場面での使用が多いとし、使用の領域がほぼ 決っているとしている。 

http://210.101.116.28/W_files/kiss5/2e100213_pv.pdf 

228 そもそも「結納（ゆいのう）」という言葉自体が、「言（い）い納（い）れ」が縁起を込めた「結（ゆ）い納（い）れ」と訛っ

たものが、更に後代では改まりの漢語読み風の音読となって「結納」と替わって行った経緯からして、やがては「つりしょ」

が辞書に載る時代が来るかもしれません。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7444683.html 

229 大奥様にこれほどのご修行を頂いているのですから、この大奥様のご修行によって、私が、一力受けよう、私の改まりの材

料とさせて頂こう、としなければ、本当に勿体無いですよ。 

http://www.wagakokoronet.org/wagakokoronet.org/jap/airaku/1206gorikai.html 

230 人物の上下・親疎関係のほかに、その場面の改まりの程度からも考える必要があります。言うまでもなく、「おっしゃる」

の方が改まった場面にふさわしく、「言う」の方が比較的ふだんの気楽な場面にふさわしいという一般かが可能です。 

http://nihon5ch.net/contents/bbs-study/old/mie-bbs.cgi?s=171 

231 去年今年（こぞことし）貫く棒の如きもの。私の好きな高浜虚子の句ですが、暮から正月にかけてのあっという間の年の改ま

りの速さは正に一本の棒で突き刺されたようです。 

http://ameblo.jp/dandy193/entry-11128458090.html 

232 改まりと凝りを俱に分けあい、可能を少しずつ剪り摘み、生を運命まで遠ざける。 

http://www.twitlonger.com/show/n_1spmr4m 

233 望（もち）の日を年の改まりとすることは、もう忘れられた風習となってしまったようです。 

http://tonmatsurist.blog8.fc2.com/blog-entry-211.html 

234 逆に、非丁寧な配慮は聞き手を「親」「近」と見なす。スピーチスタイルの改まりと打ち解け、フォーマルとカジュアル、

公的と私的などの対立項も、親疎、遠近、丁寧と非丁寧の関係と平行的である 
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http://www001.upp.so-net.ne.jp/ketoba/enkyokuhyougen.html 

235 これまでの先行研究では、「改まり」というものが、言語表現や場面の性質を記述するための術語として多く用いられてき

た。 

https://groups.google.com/forum/#!topic/linguistics-jp/ACfmeYZRoHE 

236 天地に対して改まりと慎みを持たせて頂けばお徳を頂けますと教えて下さっています。 

http://konkokyo-abeno.seesaa.net/article/403369548.html 

237 今、めぐり、改まりということを教えて頂いておりますけれども。 

http://www.ko-ougimachi.com/itiniti/itiniti2-1.htm 

238 改まりとは例えば、  

○生活に、無理、無駄、ムラをなくす 

○驕りがましい心をなくす 

http://www.konkokyo-abeno.com/mioshie/2009_02/2009_02_20.html 

239 「今まではすぐに物を失くすことがありました。これからは物にお礼を言って大切にさせて頂きます。」等々の内容が書か

れてありました。 改まりとは今から新しくお願いを立てることでもあります。 

http://www.konkokyo-abeno.com/mioshie/2013_10/2013_10_30.html 

240 点訳の主眼を金光教図書におき、もって自らの日々の信心生活の改まりと豊富な栄養としよう。 

http://www.konkokyo.or.jp/konko-library/braille/introduction.html 

241 その後、祭主が、「祭場は立教１００年の昭和 34年、全教の信奉者が願いを一つにして竣工のおかげを頂いて以来 50年

間、歴代金光様のご祭主を仰ぎ祭典を仕え、信心の改まりとおかげをこうむってきた大切な建物である。 

http://www.konkokyo.or.jp/news_now/2008-0904-0858-1.html 

242 その改まりとは、具体的に申し上げますと、 

二つのことを教訓として得たように思います。 

http://ncode.syosetu.com/n6240s/157/ 

243 それも分りました。ありがとうございます。 

改まりと普通とぞんざいの、どれが使うべきかのは、 

どのように決められているんですか。 

http://www.guidetojapanese.org/forum/viewtopic.php?pid=3502 

244 日本では一年間の心の塵を除夜の鐘で撞き清めて迎えますが、にぎやかな爆竹を鳴らす国もあれば、きれいに飾られたイル

ミネー ションのスイッチをオンにして年の改まりとする国もあります。 

https://www.bukkyo-u.ac.jp/kindergarten/life/files/word201301.pdf 

245 改まりとは、人と人とが助け合って生きていってほしいとの神様の願いに応えること。 

http://konkokyo.main.jp/?m=20141024 

246 そういう意味で、改まりと出発の重なる、そういう大切な日であります。 

http://www.relnet.co.jp/izuo/kyouwa/ikyouwa3-56.htm 

247 取次者（とりつぎしゃ）が一緒になって、改まりと次への新たな一歩をお手伝いさせていただきます。 

http://nayamisoudan-kurashiki.com/ 

248 改まりというものは、苦しくない状態ではなかなかできるものではありません。 

http://takatukim.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-0028.html 

249 年度の改まりと言うコトでいろいろと動き出すことの多い時期でありましたが、 

個人的な理由の故に本ブログではあまり新しいことを始められず、記事本数も大幅減。 

http://ameblo.jp/ishinkaia/entry-11240227826.html 

250 おそらく、人聞の世界に暦というものが出来て以来、年の始めは祝われたものと思いますが、一年のどの日をもって年の改

まりとするかということは、国や時代によってまちまちだったようであります。 

http://candau.tayoreru-zeirishi.info/archives/37 

251 どうぞ、皆様方には、今日の混迷の時代にあっ て、人間が、日本人が、また金光教信奉者としても、ともすれば軽く見が

ちな、霊様の思い、み 働きに心を向けて、信心の改まりと向上のおかげを頂き、確かな助かりの道を歩み、また子々 孫々

へと受け伝えていただきたいと思います。 

http://www1.pos.to/~konko/pic/yama0109o.pdf 

252 

 

ところが、このような漢字の組み合わせによる抽象化もまた、改まり表現の一種なのですから、その意味でも改まりとは名

詞と動詞をその本来の役割に戻して表現する様式性の高い方法なのだとも思えます。 

https://oshiete1.nifty.com/qa1472594.html 

253 

 

参拝者一同、新年を迎えてのそれぞれの信心の改まりと、今年 1年の家族・親族、皆の健康立ち行き、諸願成就を神様に祈

願申し上げました。 

https://konkokyo-

sendainanbu.jimdo.com/%E9%81%8E%E5%8E%BB%E3%83%AD%E3%82%B0-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%EF%BC%91%E6%9

C%88%E3%81%AE%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/ 

254 

 

お正月の器を揃える、掃除をする、生活道具を新調するなど、家の 中を気持ちの改まりとともに清めるための道具と、年

の改まりととも に『福』が訪れるように願うお正月飾り、干支飾りなど、日本の伝統 が息づくアイテムが一堂に集まりま

す。 

http://cdplus.jp/company/download/241443/25917.pdf 

255 元旦に決意する『今年の抱負』とセットに考えると、それとリンクした夢を見れるといいですね。 

年の改まりとは良いものですね。 

http://blog.livedoor.jp/smt0222171232/archives/50819117.html 
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256 平成元年の改まりと、十年を記念して、今年度から新聞創刊号の発刊をみます。 

http://www.a-shiina.co.jp/asano/sassi-chazikyousitu.html 

257 ＜肥筑方言における「行く/来る」が持つ意味＞（陣内 1996：51-52） ● 「行く」…改まりと遠慮を表す。相手の意志を尊

重するニュアンスがある。 

http://opac.library.twcu.ac.jp/opac/repository/1/5696/036_OSHIROReina20150301.pdf 

258 

 

一心の祈りと改まりと信心辛抱で、力強く取り組ませていただき、 

おかげとさせていただけますようお願い申し上げます。 

http://konkokyo.sagafan.jp/d2012-11.html 

259 

 

年の改まりと同時に自ら生まれ変わろうとする人生の区切りの潔さだ。 

http://h-mishima.cocolog-nifty.com/yukijuku/2011/09/post-89b1.html 

260 「志あら玉りぬる」底本では「あら玉」の右に『（改まり）』と注する。 

http://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2014/07/post-61a6.html 
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7．「現し」に関する用例 

番号 用例 

1 柱・梁は燃えしろ設計することで、45分準耐火構造としながら内部の木の現しを実現している。 

http://www.sendo-shien.jp/28/comment/download/comment_2.pdf?20170210 

2 「耐震構法 SE構法」の特長を活かしたデザインで、内部は「梁の現し」を魅せるモダンで和風な空間を演出。 

http://www.soshin-shoji.com/modelhouse/detail09.html 

3 軒高 9ｍを超える建築物として構造適合判定という高いハードルをクリアしています。内部は燃え代計算を行うことにより、

SE構法の躯体の現しを可能にしています。 

http://www.kk-koken.co.jp/jirei/?id=1405736177-107831 

4 軒裏の木の現しを見せることで表情豊かな外観に。 

http://eco-vita.co.jp/case/new13/ 

5 この住宅は準防火地域にあるが．外壁は土壁で防火構造を確保してその外を板張りとし、軒天は告示で 30mmの厚板を張ること

で木の現しを可能にしている。 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/iezukuri_concours/sakuhin.html 

6 木造は間取りなど空間設計の自由度が高いことが特徴です。木の現しを生かした意匠により、木の温かみや香りを感じられ

る、居心地の良い空間が実現できます。 

http://zaiso.co.jp/business/wooden.html 

7 HABITAのコンセプトである構造材の「現し」を化粧直ししてみました。 

http://www.idanosumai.jp/blog/2011/12/ 

8 耐火集成材で木構造の「現し」を可能に 

今春、大阪の都心部に、木造の事務所ビル「大阪木材仲買会館」が完成した。敷地は防火地域に指定されている。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/nad/mag/20130530/617740/ 

9 ほとんどの壁は針葉樹合板の現しを生かした仕上がりになっていて、やわらかな木目を見せることでナチュラル＆シンプルな

印象を与えます。 

https://www.iesu.co.jp/ghs/article/20160728102230.html 

10 目を引く可愛らしい外観、内観は、木をふんだんに使いました。ナチュラルだけれど、甘すぎないのは、天井に垂木と梁の現

しを加えたこと。永く住むほど居心地の良い家になりそうです。 

http://www.daialiving.com/kengaku-0930.html 

11 敷地内の無電柱化を図り、敷地境界柵・塀を設置しないでゆるやかに住宅をつなぎ、一戸一戸の住宅の向きを変えることでプ

ライバシーにも配慮し、住宅の構造材には 100％国産材を採用、１階床はヒノキの無垢材、天井高は約 2.8ｍのカラマツの現し

を採用するなど環境にも配慮しているのが特徴。 

https://www.rbayakyu.jp/rbay-kodawari/item/2324-2015-12-06-09-30-16 

12 木の香りたっぷりの町の診療所 処置室 木梁の現しをふんだんに採用した処置室。リラックスして治療が受けられます 

 https://www.mokkotsu.com/shop/sanei/house/20141206104124/18637 

13 30代 4人家族が新築されてお宅は、木の現しを外観に多く取り入れ、リゾートのセカンドハウス風なリラックスムードと機能

を備えたオール電化住宅です。 

http://www.daishin-home.co.jp/sekourei/rei.html 

14 木組みの力強さと美しさを表現したく梁や桁の現しを多く採用。 

http://fukushima-hukkoujuutaku.org/group/pdf/43-1.pdf 

15 内装はＣＬＴの現しを実現 

この建物は建築面積 187.65㎡、延べ床面積 356.70㎡の２階建てで、１階に事務室、２階に会議室を配置します。  

http://www.nice.co.jp/nbr/2016-05-01_2089/04.html 

16 パワーホームは、地域材を活用するとともに、梁の現しを可能 とする心よい木の温もりを感じさせる家づくりが高く評価さ

れ、 受賞いたしました。 

http://www.suteki-nice.jp/group_topics/pdf/2015/20151209.pdf 

17 本研究では、東日本大震災で被災したコミュニティ復興の一助として枠組壁工法を用いた集会施設を設計することを通じて、

軸材の現しを考慮した枠組壁工法の開発を目指した研究を行った。 

http://www.2x4assoc.or.jp/builder/act/tsuboi/tsuboi09_report.html 

18 湘南 LO-COの杉無垢パネルの現しを利用した アースハウス ベーシックプランで、耐震 等級 3の準防火仕様です。 

https://www.k-

ecohouse.co.jp/event/files/170115Y%E9%82%B8%E5%AE%8C%E6%88%90%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%20%5B%E4%BA%92%E6%8F%9B

%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%89%5D.pdf 

19 全館木造建築で梁の現しをはじめ木が随所で見えており、優しさを感じる雰囲気の建物となっております。 

http://www.gurutto-iwaki.com/detail/newsdetail_1551_227364.html 

20 現在準防火地域にて３階建てを検討しております。木造の場合、基本的に構造体の「現し」は不可ですが、１階をＲＣ、２・

３階を木造の混構造にすれば「現し」も可能という話を聞いたのですが、事実でしょうか。 

https://oshiete1.nifty.com/qa3735832.html 

21 酒蔵のもつ特性(大空間、構造材の現し)を大きく損なうことなく 建物の安全性を確保した上で、外観・内装は原状復元を基本

とする。 

http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/joseishien/npo_kanrijigyo/pdf/h26_gaiyou5_2.pdf 

22 天井を廃し、屋根勾配にすることで見事な木の現しを表現出来ました🎵 

http://ameblo.jp/y-ryoshin/entry-12260651804.html 
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23 本来は構造体の現しは許されず、石膏ボードで被覆することが義務付けられますが構造計算から最小断面を割出し、燃え代分

(燃え代設計)を足して一部には構造体の現しを実現しました。 

http://sandaime.exblog.jp/26085563/ 

24 在来木造住宅で工場でのユニット化をすすめ規格の統一・性能の確保をはかる。地域材の特長を活用するため、柱や梁の現し

を推奨する。 

http://chiiki-grn.jp/Portals/0/adopt/3/480.xls.pdf 

25 ですので、『tsumiki』の場合は、家族が一番集まる場所は『郷の家』と同じ木部の現しをして、それ以外は、大壁にして二階の

天井を平天井になっているのです。 

http://blog.tomisou.co.jp/kinoshita/2015/01/16/ 

26 質問ですが、どうしても丸太で梁の「現し」を行いたい（全面的に）ですが、丸太の上部の埃やキッチン上部には油が溜まら

ないか気になっています。 

http://profile.ne.jp/ask/q-116708/ 

27 ちなみに設備配管はほぼ全てが外装ラインの外に投げ出されているので、一切目に入らず、主構造の現しを邪魔しない。 

http://deline.exblog.jp/24710272/ 

28 

 

ウイスキーとしましては、日本のウィスキーはスコッチやバーボンといったカテゴリー名称或いは総称として「ジャパニーズ

ウィスキー」の現しを受けるに十分な存在という事ですね。 

http://hermit.exblog.jp/1078391/ 

29 

 

中味は十分にあるけれども、こちらが決められんことが多いですわね。先は先で開けてきますですから。そういう人生の現し

をこう夢という一句で表現しておるんじゃないでしょうか。 

http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-121.htm 

30 もともと木造伝統工法を売りとし、木組みの構造の現しを得意とします。 

http://aozoraken13.blog.fc2.com/blog-entry-57.html 

31 木の現しが美しいインナーガレージ 

木造の構造美を生かした木の現しのインナーガレージ。 

https://www.crie-

s.co.jp/2015/09/24/%E6%9C%A8%E3%81%AE%E7%8F%BE%E3%81%97%E3%81%8C%E7%BE%8E%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3

%83%8A%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8/ 

32 写真のように木の現しが木質感溢れる空間に、太陽の光が柔らかく差し込む校舎には、柔らかな光がこれからも子供たちを照

らしていくでしょう。  

http://www.nohara-inc.co.jp/tabid/218/Default.aspx 

33 垂木と野地板の色味を塗り分けたファミリールームの勾配天井の現しが室内に浮かび上がり、子供の遊び場として設えたロフ

トと吹き抜けを介してダイナミックに連続している。 

https://www.swiss-architects.com/ja/apollo-hei-qi-min-tokyo/project/dent 

34 大断面木構造体による木造軸組金物工法（ポスト＆ビーム）です。構造体を見せる「現し」が基本です。 

http://www.habita200.jp/menu07/005/ 

35 CLT の現しが体感できる日本初のバス待合所です。 

https://www.tohata.co.jp/works/?mode=show&seq=549 

36 ダイナミックな 9mもの吹き抜け。太い梁の現しが映える次世代住宅 

http://www.hikarinomori.com/sp/model_house3.php 

37 2 階は現しの木の質感あふれる空間です。「実は、現しが何であるかすら、わからなかったんです。  

http://www.kowahouse.com/voice/index24.shtml 

38 ヒノキのフローリングと天井の木の現しがとてもオシャレですね 

天井が高くなり、木の現しがやさしい空間にしてくれました 

http://www.iekaku.com/2014/05/ 

39 構造材の現しが多い住宅は取合いも多くて慎重になりますが、建ち現れたときの質感は大好きですねー。 

http://10per-komatsu.com/2456/ 

40 同時に、木造建築の場合、木という素材の美しさや質感を表現するために、木の構造体を室内にそのまま見せる「現し」が好

まれる傾向があります。 

http://sfc.jp/information/news/2016/2016-08-24.html 

41 これにより今まで不可能であった防火地域での構造部材の現しが実現可能となります。」 

http://www.kes-shelter.jp/news/news130606_01.html 

42 「出居」と「現し」が特徴。大断面木構造の「200年住宅」 

http://sumaino.co.jp/case-study/ 

43 内観は、特徴的な小屋組の現しや、余計なものを見せない工夫で、空間を広く、バランス良くまとめています。 

http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/contest_report07_00.html 

44 カラマツ住宅の決定版ともいえる住宅ですので、経年による割れやひび、乾燥収縮などのカラマツ住宅の特徴とも言える部分

や、構造も現しが多くカラマツの良さも癖もわかっていただいております。 

http://www.konnokensetsu.com/house_19.html 

45 目地の現しになる部分にテープを張ります。 

テープを剥がせば、目地の現しが出てくるので、煉瓦のような仕上がりになります。 

http://www.kato-toso.com/2010/09/14/%E5%8C%97%E6%B2%A2%E5%8F%88%E3%80%80%EF%BD%93%E6%A7%98%E9%82%B8/ 

46 しい木の現しが印象的な居心地のよい 20畳の LDK。 

https://iezukuriguide.com/casestudy/0041IG000003 
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47 我が家は一部、構造体が見えるように現しがあります。 

梁の現しは良いけど、これはダメだと。 

https://ameblo.jp/puchiiiiio/entry-12223843539.html 

48 天井面の木の現しが繊細かつ直線的でシャープ感を強調。 

一方、漆喰壁の角はアールに。巾木もなにげなくアールに。 

http://www.integral.co.jp/blog/work/2016/04/12-2741 

49 構造…木の柱や梁を内装側に見える(クロス等で覆わない)、｢現し–あらわし–｣と呼ばれる構造。家全体がやさしい木の香りで

いっぱい、温もりがあふれます。 

http://rakune.jp/rakune/ 

50 今回は、実際に出来上がったものをこの目で確認するのが目的だったので、冒頭にあいさつした同社経営企画室室長・江本昌

央氏の話に一応は耳を傾けながら、建物の出来栄えに目を走らせ、現しの柱や梁が立派だとか、格子の木の外観デザインもな

かなかだと判断する一方で、外観は鉄やらコンクリとあまり変わらず、床はありきたりのシート貼りで、椅子や机もどこにで

もあるケミカル商品であるのに落胆し、それでもよくぞ木造で建てたと評価した。 

https://www.rbayakyu.jp/rbay-rbayakyu/item/2489-2016-04-12-07-17-04 

51 リビング天井の梁の現しがポイントとなっております。 

http://www.akitahouse.co.jp/blog/?cat=5&paged=2 

52 昔からの農家であり、建具、調度品なども多く、天井や壁 を磨くと、木の現しが良いため、壊すのを止めてできるだけ 保存

する方向に気持ちが動きました。 

http://www.nagasaki-jkc.jp/pdf/information/12mokkon22.pdf 

53 丸太の現しが特徴的ないずみホールの見学 

http://www.mukogawa-u.ac.jp/~arch/education/concept/contents/educationField03_0803_IIIB.html 

54 ほぼ全ての施設で内部仕上を行っておらず、現しが 多かった。割合としては以下のとおり。 

http://thesis.ceri.go.jp/db/giken/h23giken/JiyuRonbun/GT-29.pdf 

55 ２階部分は、屋根勾配を利用しています。 

内部の現しが特徴です。子供たちにも人気があります。 

http://www.rocky-k.com/gallery/index.cgi?page=10 

56 今回準防火地域ですが、野地板を 30mm以上、面戸板を 45mm以上にすることで 

野地板の現しが可能となります。 

http://moonmoon2013.blog.so-net.ne.jp/archive/c2304396046-2 

57 リビングの天井部が、梁や桁の現しがあって勾配天井になっています。 

http://tdww.net/blog/2012/02/post-187.html 

58 ※1）軒裏も 4ｃｍの板をそのまま現しが可能になりました。 

※2）シックハウスの法改正による換気設備は不要。 

http://kinoiehusin-01.seesaa.net/article/38881345.html 

59 壁や天井の仕上げは、コンクリートの躯体の現しが基本。壁をつくる必要があった部分は、フレキシブルボード

を採用した。 

https://sumika.me/contents/9620 

60 

 

今回は準耐火構造であり構造材としての現しが難しいので化粧材として防火措置と縁を切って梁を掛けます。 

http://sandaime.exblog.jp/24006049/ 

61 とても時間がかかり手間な作業ですが、古民家の風合いを引き立てる柱や梁の現しが要となります。 

http://biencasa.shiga-saku.net/c53799.html 

62  構造体を見せる「現し」が基本です。 

http://habita-jp.net/qa/ 

63 現しが基本とのことですが、準防火地域などでも、建てられるのでしょうか？  

Ａ．外壁を現しにはできないかもしれませんが、建てることは可能です。  

http://www.eonet.ne.jp/~hasimoto/ex/habita.html 

64 また、現しがどんなものかさえ分からなかったのですが、見学会に参加したことで温もりや強さを実感しました。 

http://ryutai.jp/sekourei_habita4.html 

65 近年、自然素材をふんだんに使い見た目も「現し」の多い家が見受けられます。 

「なんで、現しが多いんだろう？」 

http://www.sumailab.net/shinrai/event/15293.html 

66 その場所、その時間でのみ発露させられてしまうような不思議な現しがあると思います。今回がそうだと思うのです、まだ展

示していませんが。 

http://kokomanty.com/archives/2705 

67 これにより、今まで不可能であった防火地域での木造構造部材の現しが実現可能となった。 

https://kenchiku.co.jp/news/pro20130614-1.html 

68 柱の現しが 1ヶ所以上 2）梁の現しが 1ヶ所以上 3）無垢材のフローリングを使用 4）和室を設ける ５）内装は塗り壁と

する 

http://chiiki-grn.jp/Portals/0/adopt/3/325.xls.pdf 

69 「年輪」様におかれては、屋内での木造の現しが可能な準耐火建築物とすることで、梁背 600ｍｍの大きな登梁と大黒柱（どち

らも鹿児島県産スギ集成材）を印象深いデザインとなっています。 

https://woodist.jimdo.com/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E5%AE%9F%E7%B8%BE/%E7%A6%8F%E7%A5%89-%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%96%BD%E8

%A8%AD/%E5%B9%B4%E8%BC%AA/ 
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70 日本木造建築の真壁工法（木の現し）（単一選択） 

日本木造建築の推進価値「あり」の回答者に理由を尋ねると、「先進した技術」が最も多 く 41％、「施工が容易」が 25％、「工

期が短い」が 20％、「木の現し」が 14％であった。 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_h22_zigyou/pdf/shanhai2_part3.pdf 

71 輻射冷暖房の設置においては、床下配管が可能でしたので天井梁組みの現しが実現できました。 

http://air-

water.academy/works/%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%AB-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%

E3%83%88%E6%9C%AC%E7%A4%BE/ 

72 川島町の家は、外観は新和風建築で、薪ストーブ、漆喰、無垢の木の現しが特徴の家です。 

http://om.ie-inoue.com/pg194.html 

73 工務店のモデルハウスらしく自然素材中心の住まいになっているため、柱や梁・登り梁も現しが多く建て方もなかなか時間が

掛かり、通常なら夕方 5時で締めるところを今日は延長して 6時までの作業となった。 

http://u2sekkei.jp/%E2%97%86active/Page-4 

74 この写真「木の梁も現しで利用、和テイストの落ち着いた空間」は feve casa の参加建築家「山嵜雅雄/一級建築事務所 株式

会社 山嵜雅雄建築研究室」が設計した「K9-HOUSE」写真です。 

http://fevecasa.com/life/7211/ 

75 天井を張らずに梁などを現しで見せる 

http://shimizuhata.jp/works/works_nagai.html 

76 木の教室  床、腰壁は杉ムク床材、天井は杉の梁桁を現しで用い、杉板張りで仕上げています。  

http://mokuzoushisetsu.or.jp/works/works-513/ 

77 シンプルな造りで、上質な柱が現しでとても感じのよい雰囲気に仕上がりました。  

http://igarashi10.jp/allblog/satsukiblog.html?start=70 

78 通常プレカット工場で行う金物取り付け作業を建築現場で学生が実施。構造材は現しで、デッキ部にもプレセッターSUが使用

されている。 

http://test.kaneshin.co.jp/tech/dai/details.php?q=1001056 

79 母屋の小屋裏をアトリエにする改修工事が始まりました。 

曲がった梁を現しでつかいます・・ 

http://hfd007.sakura.ne.jp/enmado.htm 

80 目指したのは、田舎にありそうな素朴な雰囲気に包まれる和風住宅。梁や柱を現しで仕上げる「真壁」工法を採用し、自然素

材もふんだんに取り入れ、木の質感あふれる住まいを追及しました。 

http://www.nishinakensetsu.jp/voice/ 

81 燃えしろ設計により CLTを現しで使うことが可能で、木材を感じられる人にやさしい建築を生みます。 

http://www.kabaya-home.jp/clt_info 

82 室内は床に無垢の木材、家具も木で制作しており、天井の梁が現しで使われているため木の気持ち良さを感じることができる。

180角の管柱は１.２階に各２本現しであるのが空間のポイントになっている。 

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/iezukuri_concours/sakuhin.html 

83 実は、このモデルハウスは、内装を木の現しで仕上げています。だからフィトンチッドに包まれて過ごしていたという訳なん

です。 

https://www.bb-home.jp/blog_owari-w/%E3%81%82%E3%81%BE%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2/entry-862.html 

84 軒を基本仕様より深く１ｍとり、家の周りに犬走りを施しました。 

手刻み仕様で、リビングには太い梁を現しで仕上げています。 

http://www.igosso-masaoka.jp/204_201604_n/ 

85 以前は現しで使われるため無節が好まれましたが、最近では節有材、古材など多用な木材が現しで使用されるようになってい

ます。 

http://www.chugokumokuzai.co.jp/communication/communication3/communication3.html 

86 現しで使う材には、鉋掛けやサンダーの仕上げ加工を施したものでなければ使えません。 

http://www.habita-j.jp/habita/budget.php 

87 1階の洋室です、床はフロア仕上げでの書斎様の部屋です。ハリを現しで出してます。 

http://web.kcni.ne.jp/iina-house2/exsample/yu/yu.htm 

88 

 

制振工法として採用した鉛直 ブレース材を１階アルコーブ 部分には外部に現しで取り付け、機能を意匠として表現させ てい

る。 

https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/kurashi/sumai/kekan/jisseki/documents/tatemono.pdf 

89 躯体から複合で難燃～不燃認定を得ることができます。仕上げとして、現しでの使用も可能です。 

http://www.kikusui-chem.co.jp/pdf/products/catalog/cat_45ksfk_9.pdf 

90 新築時に梁を化粧にして建てられたそうです。、床の下地合板も現しで仕上げてあります。 

 http://iiie-oohara.com/blog/b_housebuilding/nanaumi.html 

91 クラフトカフェさんで設計頂いた、ＨＯＵＳＥ Ｍ。 

吉野杉の構造体を現しでお使い頂き、床・内装材にも、数多く使っていただきました。 

http://wood-sakaguchi.jp/building/shiga/index.html 

92 

 

現しであること。    

「五感」（視覚・嗅覚・聴覚・触覚・味覚）で感じることができます。 

http://www.masuzaki.co.jp/diary/detail.php?id=63 

93  ・ 大断面であること 
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 ・ 現しであること 

 ・ 間面のつくりであること 

http://www.yeiwa.co.jp/habita/index.html 

94 梁は現しで天窓もある、和室としてはちょっと珍しい造り。明朝や李朝の家具が空間にマッチし、シックな雰囲気を漂わせて

います。 

https://www.ikyu.com/concierge/9108 

95 また現地調査で小屋裏の梁が立派でしたので現しで利用しています。壁材は書道家だからか和紙を張っています。 

http://t-a-design.com/works.html 

96 したがって、地階や無窓居室及びその避難経路、火気使用室でなければ、内装に自由に木材を現しで使えます。 

http://www.pref.tochigi.lg.jp/d07/work/ringyou/kensanzai/documents/sankoujirei.pdf 

97 ショールームに耐火集成材の梁を現しで架け渡し、鉄骨柱で受けた。 

https://kenplatz.nikkeibp.co.jp/pdf/NA/15/081000377/ 

98 シンボルツリーのクスノキの大黒柱もしっかり現しでできました。真壁の雰囲気も残せました。  

http://www.mokuzo-kenchiku.com/results03.html 

99 木造の耐火性能は、木材は表面しか燃えない特性があり、燃え代設計が認められ、木材を ※現しで使えるようになっている。 

http://www.town.kahoku.yamagata.jp/files/20170727085510.pdf 

100 木は人の五感とのつながりが強い材料であり、内装に多く用いることが有効だと考えています。梁や柱を現しで使うことも効

果的だと思います。 

http://www.nice.co.jp/nbr/2017-03-15_2111/04.html 

101 ２階はプライベートな個室を設けておりますが、天井を勾配の現しで、木をふんだんに使っています。  

http://k-hioki.com/event20160820.html 

102 1階遊戯室の上部を吹き抜けとし、開放的な空間を演出。2階保育室及び吹き抜け上部の天井は、登り梁集成材を現しで使用、

木のぬくもりに包まれた温かみのある建築物となっている。 

http://www.oshika.co.jp/structure/case.html 

103 延床面積 4,200 ㎡のうち 3,000 ㎡を燃えしろ設計による木造とすることで、木造準耐火構造とし列柱の木構造を現しで使用し

ています。 

https://www.tohata.co.jp/works/?mode=show&seq=1529 

104 またこの建物の場合， 写真３に示すように跳ね返り面が砂利敷きとなっている場合には，一部のコンクリートが高く盛られて

いる部分の格子材に比べて腐朽材の割合が少ないことが観察されたことからも，外周部に木材を現しで使う場合は，軒の出と

ともに，雨水跳ね 返り面の仕様に注意する必要がある。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jwpa/42/3/42_145/_pdf 

105 j.Pod は可能な限り構造材を現しで計画をすることを基本としているため、住まわれる方が日常生活の中で日々点検していた

だける状態をこころがけています。 

http://www.jpod-eng.com/CCP.html 

106 そのため平気で梁や桁組を現しで使う事ができるのです。 

http://nagamoto-home.com/concept 

107 又、内部で柱がそのまま現しで出てくる部分がありました。 

http://kibune.net/blog/1320 

108 評価ポイント 古来の木組みを現しで見える化しており、その意匠性にインパクトがあ る。農家レストランという業態と空間

の質感がマッチしており、自然に包まれたような感覚で食事ができるだろう。 

https://www.wooddesign.jp/2016/pdf/conceptbook/wd_conceptbook_06.pdf 

109 大きく流れた勾配天井が開放感を創出。現しで見せた力強い構造体も確かな存在感を放っています。 

http://www.kamiok.com/case/case01.html 

110 木を現しで使うこと、それが住みややすさと日本の家の鍵となります。 

http://sousekkei.com/hidden.html 

111 木部材を現しで使うためには、主要構造部材としてだけでなく、内装材としての要求性能も満足しなければならない。 

http://www.jia-tokai.org/archive/sibu/architect/2010/07/moku.html 

112 この高い精度により梁や柱の現しや真壁工法も簡単に対応が可能なため国産材を利用した特色ある住宅造りが可能となる。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000002601.html 

113 そのままの現しやデザインを施した床など… コンクリートで表現できる床は多種多様に及びます。 

http://www.kk-sakuma.com/ 

114 梁の現しやハーモシーリングで天井に木質感を出し、寝室は健康維持増進住宅に適した仕上げとしています。 

http://sfc.jp/mobile/models/details.php?pid=22&id=1107&offset= 

115 デザインは外壁はそとん壁、内装にはパインの無垢床材、構造の梁の現しや造作洗面台の壁をレッドシダーで仕上げたりと、

ラボワットらしい自然素材溢れる優しいテイストの空間となりました。 

http://www.laboite.tv/works/18.html 

116 この高い精度により梁や柱の現しや真壁工法も簡単に対応が可能なため国産材を利用した特色ある住宅造りが可能となる。 

http://www.sankei.com/economy/news/150106/prl1501060083-n1.html 
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8．「表し」に関する用例 

番号 用例 

1 彼の遠征の探険する中持った設備の中で 1 枚のロンジンが今回の航程の設計する時間単位の計算のストップ・ウオッチ機能の

腕時計だけのために表しを含みます。 

http://www.ogumayayoi81.online/blog.asp?id=2160 

2 園の生活の中での『表現』 ・様々な表しと受け止め・表しを受止める楽しさ 

http://www.meitan.ac.jp/syllabus2017/?jugyo=302 

3 キューティに事の表しを説明され、トンプソン救出しか帰る手段がないことからやけくそ気味に闘う道を進む。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%AD%E3%83%B3%

E3%82%B0 

4 木のぬくもりを最大限に生かすため、梁の表しを三本に。 

http://www.all-eyefulhomenavi.com/katagirikensetsu/suwa/example/0008/ 

5 樹種強度の高いカラマツの集成材を使うことによる構造的な強さや、プレカット加工した際の仕上がりや精度の高さなど考え

れば、十分に採算が合うと思います。室内の仕上げに表しを用いることで、デザインの幅は広がり、施工手間も軽減できます。  

http://www.woodplaza.or.jp/interview/RI-1.html 

6 家具のような存在感で洗面台の表しを変えている。天面からスムーズに洗面へと流れる天板の納めが美しく、側面のスリット

が上手くボリューム感を押さえている。 

http://info.sanwacompany.co.jp/product/design/gooddesign/ 

7 つまり、作品としての現れのみをあつかうのではなくて、そのプロセスである表しを重視して、 背景を含む全体を大切にして

いくことが、現代の領域「表現」では求められていると思われます。 

http://www.poole.ac.jp/library/kiyo/Tosyo_Kiyo2015_5625.pdf 

8 

 

過去のこと、そして現在、未来のことを自由に空間、時間、場所を行き来し、イメージを膨らませて表しをする。 

http://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20170608152723.pdf?id=ART0008557444 

9 ハイグレードの 1600dpiカラー高解析 CCDスキャン部品を採用、イメージのクリアランスとオリジナルカラーの表しを確保 

http://plustek.com/jp/products/flatbed-scanners/opticpro-a360/ 

10 例えば和室の間柱とか、天井の梁の表しをしてるようにダミーとして化粧として使用すると素敵ですよ。 

http://myhome-taiken.com/newly-built-house33/ 

11 研究主題「幼児の豊かな表しを保障する教師の援助の在り方」 

http://www.nipec.nein.ed.jp/kyouiku-db/kensaku/ABC/b/H16-1-43.pdf 

12 教師と一緒にいる楽しさを感じていけるように，子どもの表しをまるごと受け止め，一人一人の思いを認めていく。 

http://www.niigata-nishi-k.city-niigata.ed.jp/gakkouhyouka/3jikohyouka23.pdf 

13  香港特別行政区の代議政治の枠組内で、中央層面は立法会、法律を制定し、公共支出を支配し、行政機関の表しを監察する； 

http://jp.xinhuanet.com/2012-06/27/c_131678525.htm 

14 父が大手ネット財閥「JAPAN COLOR」の社長であり、その愛娘。 

日本独自の色で海外の情報サービス社の渡り合うという決意の表しを社名にするほどの天才経営者。 

http://ncode.syosetu.com/n5135c/1/ 

15 ワタシは本来パロディやいぢりネタが中心なのでそれはしばらく自粛するとしてもこのままではこの現状何時次のイラストが

発表出来るかが当面不明なのと今回の件に対して自身の態度の表しを表現しておく事が必要だと判断。

https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=17336223 

16 

 

腕時計は美感の表しをひとつだけ持っていて立体を閉じ込めて丈夫な特性があって、このレディースの腕時計のために 1部の

英気を加えます。 

http://ysaletookopis.jugem.jp/?eid=46 

17 弊社の設計と耐震診断結果を基にご自宅の耐久性を失わないよう付け梁や筋交いの表しをアクセントにし、床材は堅木の楢材

を１F全面に使用し光の演出を加えました。  

https://www.mukusta-reform.jp/blog/13686 

18 生き方、表現をしていくようになる。 

 こうした生き方、表しを、しはじめていくと、人は、自らにも、愛情いっぱい、他者にも、愛情あふれる眼差しで見て、地

上が、楽園になっていく。 

https://ameblo.jp/hirumamitayume/theme-10094300226.html 

19 要所要所に、梁の表しを用い、木をふんだんに見せております！ 

造作工事も、あと１ヵ月半ほど！ 

http://www.wakatsuki-web.co.jp/user/blog_staff_menu/staff_id/1/page/235 

20 ティソの腕時計はそれは多いスポーツのウブロスーパーコピー腕時計の中で才能がすべて現れます。この腕時計は簡略化の表

しを採用して設計を閉じ込めて、時計の文字盤をもっと大きいにの見えさせて、読む時更にはっきりしています 

https://plaza.rakuten.co.jp/ikooscopy/diary/201412160000/ 

21 その思いというか、やり残した感、敗北感がずっと残っていて、いつか蟻組の表しの仕口をやりたい！ 

と思って、提案するのですが、当然難しい仕口なので、金額も張ってしまう。 

http://tabisuruki.com/page16-23.html 

22 木の表しをそのままやデザイナーズみたいなのも あります  

https://m.e-mansion.co.jp/thread/10013/ 

23 2017年、このパテック・フィリップの時間単位の計算の腕時計は期限どおりに着いて、復古する設計の様式、巧みな盤面の配

置はそれを展の上の焦点の中の一つを表しにならせました。 
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http://www.lifeisadream999.top/web999_5.html 

24 破風板の汚れです、家の完成時は、なるべく木の表しをお進めていますがこの様に時期（２０年）が経つと汚れが生じます。

http://blog.livedoor.jp/marutenji/archives/2014-10-18.html 

25 洋風に見える外観も 軒裏には無垢材の表しを凝らし、 無垢の家です！の主張もちょっと..... 

http://www.rin-kariya.com/assets/diary-taketoyo-s.pdf 

26 それについて、人達が理想のアンチへイズマスクは微小顆粒物の侵入を高効率隔離の他に、呼吸の順調性をより重要だ、且つ、

個性の表しを求め。 

http://jp.maixingren.com/news/46.html 

27 

 

臓 腑は体 内にあ るが、形 象は 体 外で の 表し です 。体外の 表しを 見るこ とで、体 内の 状況を 知るこ とを

「 蔵象」 と称し ます。  

http://jbucm.exblog.jp/18101670/ 

28 簡潔な機械は模様を刻む時計の文字盤を彫刻して明るい式を象眼してダイヤモンドの表しを切断して耳を閉じ込めて表しによ

く合って、自然と女性のやさしくて婉曲で含蓄があったのをあらわして魅力を味わいますと。 

http://tblo.tennis365.net/xingyuxingyu/2016/03/15/%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%B2classique-dame-

9068%E3%83%AC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE

%E8%85%95%E6%99%82%E8%A8%88/ 

29 梁の表しがあったり、サッシに、高さ２Ｍのタテスベリサッシを採用したり、とＬＤＫの仕上がりが楽しみです。 

http://www.marutahouse.com/co_seko_voice/8fcf7ef95df794624aa1ffda-265.html 

30 このブロックは成形時に着色が出来るため内部も外部の仕上げもこのままの表しが可能な構造です。 

http://www.interface-jp.com/cgi-bin/diary_p/diary_p.cgi?page=28 

31 通常の在来工法の場合、準防火地域の延焼の恐れある部分で使用可能な、防火構造として認定された外壁の仕上げ材は、内部

に石膏ボードを貼ることを条件付けされており、内部に木部の表しが出来ません。 

http://www.yui-

sekkei.co.jp/%E8%80%83%E3%81%88%E6%96%B9/fsu%E5%B7%A5%E6%B3%952016%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 

32 日本の伝統的な婚礼衣裳である和装。その中でも最も格式の高い着物である白無垢には"あなた色に染まります"という意思の

表しがあるように着物には古来から伝わる柄の意味や言い伝えがあります。 

http://www.carino.info/service/original 

33 強靭な柱と安心感のある大きな梁で構成。柱と梁は表しが基本となります。 

http://www.gurutto-iwaki.com/detail/news_764.html 

34 木材の表しが多く旧家屋の古材を利用して使ってます。 

〇耐震面材・耐震金具・制震金物など見えない所安心構造 

http://www.sc-tokai.com/nagoya/kajita.html 

35 休みの日は待合室をリビングにしてもよいのではないか。 

（診察室の構造の表しがすごかった） 

http://ysok-na.hatenablog.com/entry/2016/12/28/022812 

36 建て方で全体のフレームを組み上げた後、屋根の下地も兼ねた表しとするツーバイ材の取り付けも進み、 屋根合板の敷設、全

体の金物の取り付け、締め込みと、どんどん現場が進んでいます。 

http://www.mambo-aa.jp/tag/%E6%A7%8B%E9%80%A0%E6%9D%90%E8%A1%A8%E3%81%97/ 

37 梁の表しがその他の自然素材とマッチした大型の都市型住宅です。 

http://www.tanaka-kinoie.co.jp/result/2172/ 

38 梁の表しが力強さを感じます。小屋裏のスペースも収納として活用できます。 

http://www.iwakinoie.co.jp/const_ex/const_ex_20.html 

39 よくあるシンプルなお部屋ではなく、スッキリとしたシンプルな中にこの梁の表しが良いアクセントとなっています。 

http://rooms-plus.com/phone/search.html?room_id=880 

40 プレスリリースっていう文のなかで「ハコスコ」っていうことばの表しがまずかったみたいなんだ。 

https://vrtokyo.jp/news_teshima_01 

41 徐々に貼り進んでいきます。 

一段と梁の表しが引き立っていく様子がわかります（＾－＾） 

http://www.kaedekoumuten.jp/progress/vol20.html 

42 自然豊かな大原に建つ今回のお家は、外観も周囲の景観に溶け込む瓦屋根。 

店舗の入り口でもある玄関の軒は深く、無垢の木の表しが美しく印象的です。 

http://juhmokusha.jp/blog/?e=90 

43 24号棟 リビング・ダイニング 

メザニンたタイプは天井の吹き抜けと、木材の表しが好評です。 

https://suumo.jp/ikkodate/miyagi/sc_natori/nc_87618960/ 

44 木下さんの作ったお野菜は、木下さんのご家族みなさんの愛情がたくさん入っています💛 

とっても美味しい 

ちゃんと表しが出来てます(^_^) 

表しができるって素晴らしい✨ 

http://everplus-saga.com/archives/201607.html 

45 お客様の木の表しが好きでお喜びだと思います？ 

http://blog.livedoor.jp/marutenji/archives/2014-06.html 

46 スタンプでの表しが面白かったけど。みなさんに色んなあたしを見ていただきたいです！ 
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https://ameblo.jp/anou-saori321/entry-12059663284.html 

47 天井の木の表しが、雰囲気があって、中々、いい感じです。 

http://www.tomyou-k.com/app/Blogarticleview/index/ArticleId/186 

48 木造の場合、事務所では表しが多いのですが、そうすると設備を納めるところであったりサッシの納まりであったり、きちん

と考えておかないとプラスターボードで隠すという訳にはいかないので。 

http://archiscape.lixil.co.jp/hint/detail/vol15/ 

49 「この信条の外への表しがなくても、ただ（法輪功の）修養への信念だけで、失職から監禁、そして多くの場合は、拷問、さ

らには死亡まで及ぶ処罰を耐え忍ばされる充分な理由になっています」 

http://www.faluninfo.jp/2003/10/html/031014_phss.htm 

50 「住んでみたい家でした。」（30代女性・高松市） 

「木の表しが気に入った。」（女性・高松市） 

http://www.sanuki-ie.com/event/event-100529.htm 

51 吹き抜けと大胆な大窓と梁の表しがそう感じさせているんでしょうね。 また、グレーの壁も独特でした。 

https://tokushima.tateyou.net/topics/%E8%8B%A5%E6%89%8B%E5%BB%BA%E7%AF%89%E5%AE%B6%E3%81%AE%E8%A6%8B%E5%AD%A6%E4

%BC%9A%E3%81%B8%E3%81%8A%E9%82%AA%E9%AD%94/ 

52 心癒されることは言うまでもありません。。 

良い所のお嬢様という表しが似合う京香さんですが、 

http://mobile.cityheaven.net/cb/bad_t/B6GirlDetail/?girlId=12638993&girl_photo=0&PHPSESSID=410fdca02bd5c5e7e2073

fc4ffb4ee57 

53 工事の途中での提案もあって、天井の既存の梁の表しや板張りの部分に感動しています。 

http://www.u-kenchiku-reform.com/ex/ex_iida12.html 

54 結果からにはなりますが、構造材の柱や梁の表しはできません 

http://dote-kato.com/in-wooden-refractory-construction-it-is-not-possible-to-represent-structural-materials/ 
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9．「生かし」に関する用例 

番号 用例 

1 だから食料生産の元場である土地と我が農業を生かすための生活の文 化を耕し、生命の生かしを広げていきます。 

http://jpn.hansalim.or.kr/?page_id=14 

2 素肌を通した時のシルエットとデザインの生かしを考えてタイトにしています。 

 http://deicy.com/shop/nine/item/view/shop_product_id/3071 

3 木ドミ勢のように、きちんと一回ごとの集計をしてから結果から復習反省、次への生かしを考えるという勉強を繰り返さない

と強くはなれません。 

http://d.hatena.ne.jp/kool_kreate/20111009/1318181529 

4 ゴミ箱があった場所はストック品の置き場に。 

毎回ゴミ捨てで扉を開けるのが面倒なら 

いっそここの生かしを変えた方が楽ですからね♪ 

http://ameblo.jp/manufatty/entry-12183105718.html 

5 メバル釣りの餌に使用する海エビの生かしを洗濯ネットと径３０ｃｍのプラスチックざるを利用し作成。 

http://www.site204.com/LP_BLOG/index.php?c=3&page=5 

6 ①バケツ代わりとして、イグロの５４㍑のクーラーボックスでアジ専用の生かしを自作し利用しています。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1322779228 

7 活け間の生かしを合わせて、全部で４０本ほど、メジロは８本！ 

http://www.fishermans-

tiger.jp/2016/10/%E5%8D%88%E5%89%8D%E3%83%8E%E3%83%9E%E3%82%BB%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%80%81%E5%8

D%88%E5%BE%8C%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%90%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0/ 

8 

 

天守閣まで上り、城郭のつくりや地形の生かしを学びました。 

修学旅行での学びを今後に生かしてまいります。 

http://blog.goo.ne.jp/kas_boss/m/201110 

9 ダガマスなしのステルスシャドウ型もやりましたが、ショック・ナミング・ガッシュ・シニスタの当たり具合、スティンガー

の生かしを考えると、こちらのが私は好みです。 

http://www.mbbs.tv/u/plread.php?id=jptgwdj&tid=2236&o=520&view=desc&PHPSESSID=lgrpg429caetdi5f0qt9qb3or5 

10 ○「子どもの学びと育ち」を中心に据えた授業改善に取り組み，児童に 「確かな学力」を身につけさせます。 ○生徒指導の

三機能をあらゆる教育活動に生かしを展開し，自己指導能力 （自己決定，自己存在感，共感的理解）を育てます。 

http://www.akitakata.jp/photolib/P05957.pdf 

11 私が、この秋緑茶と一緒に食べたいのは、食後のお菓子|夕食後に生かしを食べてしまいます・・・。食事もお菓子も美味しく

楽しみたいです♡ #カテキン緑茶リニューアル 

http://st-app.jp/itoen/catechin/sp/index.php?page=920 

12 慎重に取り込んで生かしに入れ（3日目にして初めて生かしを使った ） 

http://yaplog.jp/zenyudo/archive/31 

13 心配性設定の生かしが微妙です。 

https://www.amazon.co.jp/%E7%9A%87%E5%AD%90%E6%AE%BF%E4%B8%8B%E3%81%AF%E7%94%BB%E7%AD%96%E4%B8%AD%E3%81%AB%E3%81

%A4%E3%81%8D%EF%BC%81-%E6%AE%BF%E4%B8%8B-%E3%83%93%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%AD%E3%82%B0%E6%96%87%E5%BA%AB-%E7%94%

B2%E6%96%90%E7%94%B0-%E7%B4%AB%E4%B9%83-ebook/dp/B00HA7D3XC 

14 「バルス、申し訳ないという気持ちと今度への生かしが矛盾してるわ。それに、屋敷の中に異物があればバルスがいくら隠そ

うとも無駄よ。」 

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=8020214 

15 

 

四条河原町から南へ５分くらいのところ。壁面の大きなカニが目印です。 

入り口にカニの生かしがあり、たくさんのカニがお出迎えしてくれます。 

カニ＝贅沢なイメージですが、ランチ８００円！それもボリューム満点です。 

https://www.hotpepper.jp/strJ000659480/report/detail_om0000023286_rn20100827A00058/ 

16 

 

これらは表面的にはどうであろうとも、その奥には必ず神の無限の生かしが流れているのである。それを信ずればこそ、吾等

は神に全託出来るのである。それが本当の信仰である。 

http://joyfulness.exblog.jp/8408986/ 

17 

 

イケスが、４か所あり４名様分の生かしが確保できます。 

http://ryuuseimaru.sakura.ne.jp/funenosyoukai.html 

18 

 

時々、反省もしましたがやはりしっかりと反省、次への生かしが出来ていなかったと思います。 

https://ameblo.jp/devilanthem/entry-12112594552.html 

19 自慢の生かしが大きすぎるのでヒラメのサイズが解りづらいでしょうか？ 

http://arai0910.hamazo.tv/e6643788.html 

20 

 

そして辺見氏は、そうした歴史上の過ちを忘れないことも大切であり、記憶を抹殺した側、された側による「記憶の生かし」

が重要なのではと指摘し、ゴイティソーロ氏も負の歴史を「忘却の中に埋没させてはいけない」と応える。 

http://www.venus.dti.ne.jp/~personap/fuan.htm 

21 

 

これで、isa のマザーをはずせるので、いつでも PPCMCIA の生かしができるのです。でも組み込み用リアルタイム linux が目

標なのだから、しばらくの間はいじる気が無かったりして？ 

http://www.goodsoft.jp/diary/ 

22 しかし、この一連の過程は人間の水準を超えていないかもしれません。その人の中の古いアダムが決心したのかもしれません
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 し、霊の生かしがまったく無いおそれもあります。 

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Namiki/3294/msg12.html 

23 

 

上巻を発売日に買って読んでキャラの確立と題材の生かしが弱いなあと思って下巻はスルーしてたんだけど、近

所の古本屋で下巻が売ってあったのでやっぱり読んでみることにしたら、だばだばと泣いてしまった。 

http://d.hatena.ne.jp/YOAKE/20050622 

24 

 

そうでしょ、私は絶対布ボディーだな。あのクッタリ感が、やっぱ好き。なんといっても、安定しているし、素材の生かしが

やっぱそんな気がする。。。又夏からベビーに取り組もうと思って(笑)  

http://hotaruisi977.blog93.fc2.com/blog-entry-335.html 

25 

 

この時期ホウボウのお刺身が美味しいです。 

水槽での生かしが難しいため他の魚の船盛りになる場合があります。 

http://www.jalan.net/yad308566/blog/entry0000609007.html 

26 

 

これは、前にも書いたかもしれないけれど、 

テレヴィや三文映画とおなじで一種の心理操作だし、 

演戯力の欠如や空間の生かしができないことのごまか 

https://plaza.rakuten.co.jp/numaj/diary/?PageId=1&ctgy=8 

27 生かしであれば活〆にした後血ヌキをし、臭みを取る。死んでいる場合鮮度の落ちるのが早いためヌルなどに異臭がする物は

さけたほうが無難です。 

http://hanosuisan.co.jp/zukan/2017/02/post-8.html 

28 ドッジボール……生かしでお願いします 

 http://aaaa.ntbr.info/word/16388 

29 全オーディオトラック、書き出し前の MIDIデータ、共通プラグイン等は全て生かしで、納品完了、基本どの環境でも同じデー

タが再現できます。 

http://blog.jp.square-enix.com/music/cm_blog/2014/03/post_359.html 

30 設定は生かしでキャララフは練り直して一度提出したけどお蔵入りになって、でも描きたい話だったのでさらにもう一度キャ

ララフ考え直して大洋図書さんに提出。で、イァハーツに拾ってもらえました。ありがたや。 

http://www.bs-garden.com/feature/heisbeautiful/ 

31 即決！天然鰻 ３本 小さいですが生かしでの発送も出来ます！！！ 

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d233914187 

32 サビの＜アッオー＞は生かしで考えたんですね。 

https://entertainmentstation.jp/80491 

33 東京以西では超高級魚ですが 九州や関西の数分の一位の価格でやっています、基本的には生かしで当店の水槽の物を使用い

たします。 

https://onoyafugu.com/%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%80%E3%81%A8%E3%82%89%E3%81%B5%E3%81%90%E4%BB%96

/ 

34 でもエビは高いので、エリンギの食感を生かしで代用したら、とっても美味しくできました。 

https://cookpad.com/recipe/1014426 

35 負けないように安全な投資を心がけていることで、結果的に経験値が貯まり、次への生かしになるのはよくあることです。 

http://10peterlynch.com/archives/906 

36 人のためにすることが生かしになることということはすごく共感できました 

http://www.esaka-esc.jp/event/zadankai/%E7%AC%AC78%E5%9B%9E%E5%BA%A7%E8%AB%87%E4%BC%9A 

37 そもそもお金に困っているわけでもないのに一日を 50 円で売るという発想と行動力、そして東大医学部という肩書きを見事

にそこへ生かしに掛かる抜け目無さ。 

http://www.nanagen.net/2017/01/04/%E3%80%90%E5%AE%9F%E9%8C%B2%E3%80%91%E4%BE%8B%E3%81%AE%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E7%94

%9F%E3%81%A8%E4%BC%9A%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F/ 

38 この網は，魚の取り逃がしは幾分増えるが，網からの取り外し時間を短くすることが出来，獲った魚の生かしにも有利になる

と ともに操業時間も短縮出来た。 

http://kagoshima.suigi.jp/fukyu/jisseki/nen/h22ji-6.pdf 

39 「アドリブだったり、笑っちゃっているシーンも生かしになっているという不思議な映画なので、そういうところも含め、僕

もまだ見ていないんですが面白いのかもしれません（笑）」（三村）、「尺が短いと聞いてますんで（笑）。 

http://eiga.com/news/20150316/3/ 

40 走るために作られたものなので、 走らず大事にずっと生かしに置いていると 長持ちするかなぁなんて思うけど、 実は逆で。。。 

動かさないとどんどんさびついていきます。  

http://kakisan.com/5348.html 

41 経験を生かしのお仕事のご紹介 

http://4510m.in/6143/ 

42 10数年人材ビジネスで取得してきたノウハウを生かしのこのミスマッチを解消しようと思っています。 

http://shinrai.or.jp/blog/2014/05/20/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%AD%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%83%AB/ 

43 オレのサティアンは病を癒し奇跡の水を作る生かしのサティアン。多分オレが死んだら誰もオペレート出来ないだろう。 

http://yanagida-farm.com/hyaku_bak04/ 

44 冒頭には、山口機構長から「本学の多彩な研究分野を生かしの多くの先生方と積極的に交流し、より一

層、研究に邁進しこの制度を学内外へアピールできるよう期待します。」との御挨拶を頂きました。  

http://www.pr.tokai.ac.jp/tuiist/tuiist/event.html 

45 某精機会社  広島県府中市  
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機械搬出  現地にて生かしの機械搬出  15ｔ×15 台  

http://www.takumi-irecycle.com/archive_list 

46 当センターはお子さんの不登校・ひきこもり・非行に悩む親御さん方への支援を目的とし、「生かしの道」をキーワードに活動

しています 

https://www.youkikai.net/%E9%99%BD%E6%B0%A3%E4%BC%9A%E3%81%A8%E3%81%AF/ 

47 豊かな自然と肥沃な大地、大消費地に近い立地条件に恵まれた栃木県。 

その環境を生かしの農作物の栽培が盛んで、いちごやニラなど生産量で全国上位を占めるものが多くあります。 

https://www.city-

seika.com/%E5%85%A8%E8%BE%B2%E3%81%A8%E3%81%A1%E3%81%8E-%E3%81%A8%E3%81%A1%E3%81%8A%E3%81%A8%E3%82%81%E3%83%BB%E

3%83%88%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%A9%E3%82%AC%E3%82%B9%E3%81%AE/ 

48 また、講座等を実施した際にも、そのアフターケアが大切であり、「学びの 場」と「生かしの場」が同居して、互いに循環で

きるシステムを構築してい くと効果的である。 

http://www.city.otsu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/123/honbun.pdf 

49 地域の宝を探し、生かしの旅 

http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~syama/%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0.pdf 

50 僕が今生きているのは皆さんのお陰です。言ってみれば「育ての親」ならぬ「生かしの親」。パパとママ。僕にはこんなに沢山

の親がいるのです、何という幸せでしょう。 

http://taigaku.org/it/gift.html 

51 半分ほど食べてみましたが、今のところ大丈夫です。今のところ生かしのカレーです。 完食しました。 大丈夫でした。生き

てます。そしてビックリするぐらいウマいです。 

 http://y-ta.net/koroshi-no-curry/ 

52 第 149号 生かしのサイクル 

https://dstyles.jp/mc_report_view.php?mcreport_idx=193 

53 去年購入しましたが一度も使わずにしまってありました 釣った魚「小アジ」の生かしや釣りエサのモエビなどの生かしにいか

がですか。 【水汲みをロープも付いています】 

https://item.mercari.com/jp/m405390614/ 

54 ほぼ無添加で、素材の持ち味を生かしや風味豊かな味わいです。 

らっきょうの臭みがなく、果実の旨みを感じることができます。 

http://sanniwa.com/archives/posttype-items/fruitsrakkyo 

55 自力とのつながり，全体交流での気付きの生かしなど， 子供が考える場を確保してあげたいです。 

http://www.city.yurihonjo.lg.jp/edu/tsurumai-es/kenkyu/hakkou/tuusin/26.pdf 

56 これらの言葉から，子ども の内面を知りうる情報としての価値の高さへの気づきゃ，自分の見取りとの比較における情報の 

有用性，自分の指導の振り返りや省察，今後の指導方針への生かしなど，子どもの心の状態を客 観的な視点からつかむ参考情

報としての存在価値の高さが確かめられた。  

https://ir.lib.shizuoka.ac.jp/bitstream/10297/8469/1/5-0079.pdf 

57 製品・サービスの価値やお客様満足度の向上を目指し、操作性・デザイン設計、高度な技術の生かしなど色々な取り組みを実

施し、初心者でも安心で使える。 

https://www.macxdvd.com/blog/excellent-camcorder-video-converter.htm 

58 今後、この地域の土蔵の歴史 的な使い方や今後の津波対策への生かしなどを研究するに価値に値する。 

https://rcuss.files.wordpress.com/2011/04/e8a2abe781bde59cb0e8aabfe69fbbe383ace3839de383bce38388e383bce7a59ee688

b8e5a4a7e5ada6e68f90e587ba-20110331efbc8de5aea2e593a1e69599e68e88.pdf 

59 紅林遊月。  

下手に生かしなどせず確実に殺しておけば、こんなことにはならなかったのだ。 

https://www9.atwiki.jp/newani4/pages/399.html 

60 戦場での弓術ならば「直ぐに移動出来る」は納得出来るのですが(日置流の姿勢とかの様に)、礼に使われる膝の生かしは関係

ないのではないでしょうか？ 

http://ecoecoman.com/kyudo/bbstec/2009091703505568/prev-18.html 

61 最後は、適当になってすいません   

それぞれのメイクの生かしは、また今度しますね   

http://ameblo.jp/suzumia-0618/ 

62 そのヒロインが死ぬ！なら読者もアニメで生きてる展開 HAPPY ってなるだろうけど これはそういう評価じゃないからアニメ

化での生かしは擁護派でなくて泣ける  

http://onecall2ch.com/archives/8778353.html 

63 キャラの生かしは非常にオーソドックスで上手かった 

まるで女性エッセイ漫画家の第一線が描いてるかのようだった 

http://seiyufan.livedoor.biz/archives/8754643.html 

64 多分、水温が高いため、酸欠したんでしょう  

おさかな に申し訳ないことしました  

この時期の生かしは難しいですねぇ  

http://blog.goo.ne.jp/vitiskt2014_new/e/a5910cd7a26100fb505b7e4e6f2125c5 

65 アジの生かしは難しいですね～！  

チャレンジしたことあるんですが、もって２日くらいでした(*u_u) 

http://misokatusengyo.naturum.ne.jp/e869537.html 
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66 質問は人を生かしも殺しもする。 

https://ameblo.jp/rikima81/entry-12277890470.html 

67 組織は個人を生かしも殺しもする。だから、その魔力をよく見きわめて、組織をうまく利用するようにしよう。 

https://twitter.com/yoshimichi_bot/status/805141798666407936 

68 企業を生かしも殺しもするプレゼン (2/2) 

http://mag.executive.itmedia.co.jp/executive/articles/1002/16/news021_2.html 

69 宇宙解釈が世界を生かしも滅ぼしもする 

http://www.dcsociety.org/2012/info2012/151127.pdf 

70 蕎麦の味を生かしも殺しもするのが「つゆ」の味です。 

そばつゆは一般的に「しょうゆ・砂糖・みりん・だし汁」で作られます。 

http://www.sakyo-izushi.jp/011_column/20160508/index.html 

71 トークマニュアル作成に当たり、最初の十秒、２つのセンテンスの文言が、極論すれば、企業を生かしも殺しもすると思う。 

https://plaza.rakuten.co.jp/roumuwa5518/diary/201005290000/ 

72 が、もう一つ言いたいことが。旅番組を生かしも殺しもするのが、「ナレーション」ではないか、ということです。 

http://www.news-postseven.com/archives/20130212_171282.html 
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10．「致し」に関する用例 

番号 用例 

1 マジなところ他人の致しを聞く度胸はまだないだよ～(｡･ω･｡) 

https://twitter.com/Jumbo_25/status/809318760834166784 

2 教養学科は、教養学部が戦後旧制一高から発展したという出生の致しを、最も強く帯びている制度だったのです。駒場に

あったこの旧制高校は、全寮制のもと全国からの俊秀を集め、いわゆる全人的な教育を施すことで社会に優れた人材を送

り出す、その意味では、当時のいかなる大学や高校よりもはるかに迄立してかつ濃密な「エリート」養成機関だったので

す。 

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/agc/news/06/kyoyo.html 

3 私自信も、子どもにとって自慢の綺麗なママでいたいと常に美を磨いています!アロマセラピストだった経験を活かし、心

地良いアロマの香りに包まれながら深い致しをご提供致します♪是非お気軽にご来店下さい。 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000369128/staff/W000194623/ 

4 どんな鬱拗らせたら人の致しで目を覚まそうという発想が出るんですか！ 

https://twitter.com/Jumbo_25 

5 呆れた致しが後を絶ちません。目撃者の話ではコウジは子供から少年といった年齢のようで、というにいる釣り人の背中

をいきなり押して頂きに落としたり、別のところでは無言でいきなり落とされた人もいるとか。 

http://www.cerdomuscantu.com/ 
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11．「傷め」に関する用例 

番号 用例 

1 先端形状は標準な普通タイプの六角で、両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。しかも六角穴の内側と密着するよう

考慮し、回す際に六角ねじ穴の内側の傷めを防ぐことができる 

https://www.amazon.co.jp/AKANBER-

AKANBER-%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB-%E6%99%AE%E9%80%9A%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E5%85%AD%E8%A

7%92%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-

L%E5%9E%8B-%E3%81%A4%E3%82%84%E6%B6%88%E3%81%97%E4%BB%95%E4%B8%8A%E3%81%92-%E3%83%9F%E3%83%AA1-5-2-2-5-3-4-5-6-8-

10mm-9%E6%9C%AC%E7%B5%84/dp/B0725V17RB 

2 例年にない花冷えの長さに加え、周期的に振った雨もつぼみのうちや花が開いた直後など、花の傷めを最小限にとどめるうま

いタイミング。 

http://ameblo.jp/detch/archive1-201004.html 

3 また、その通気性の良さは、真夏の高温時でも熱を逃がす効果もあり、高温による根の傷めを防いでくれます。 

http://www.nflowerland.com/?pid=61391862 

4 三脚の足元が鉄爪のため購入しました、しっかりした造りで地面の傷めを気にせず使用できます。 

http://review.rakuten.co.jp/item/1/268313_10037524/1.0/ 

5 「”はちみつ・チウリ”で喉の傷めを直す」とチウリファンのお客様からお聞きしています。 

http://ftaccha.blog38.fc2.com/blog-date-201501.html 

6 車の傷めを最小限にするように設計開発されている。  

http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/car/1238155294/l50 

7 咳止め飲んで咳による咽頭の傷めを防ぎ体力…  

→薬で症状が抑えられてるうちに  

自分の体力や治癒力で風邪の原因を治す  

http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/utu/1240843192/ 

8 シール材の傷めを防止するため、従来は吊り材とセグメント側面間に金物からなるパッキング材を介在させ、シール材の傷め防

止を行っていた例もあるが、重量があり取扱い難く作業能率の悪いものであった。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2000274193 

9 ステンレスの材質を採用して、滑らかで使いやすい、アナタの美手を配慮したため、針の先も円滑で傷めをさせないです 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%88%E3%83%88%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9-TOTO-

HOUSE-%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB-1-5mm-5-0mm/dp/B06XR1P9D3 

10 体をほぐしながらストレッチで筋肉の傷めを伸ばしてあげて、最後に整体で体の歪みを整えると、施術後、体のスッキリ感がア

ップしますよ！ 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000341960/review/ 

11 新しいサンダルを手に入れたのでそれを穿いてちょいと動いてみます．旨く足に合ってくれればです．下駄は雨の時などその傷

めを早めるようなのでちょいと遠慮しておきたいですからね． 

http://mgk-001.jp/publics/index/269/page1342=37 

12 果物から出るエチレンガスが野菜の傷めを早めます 

バナナやキウイィなどの熟成を促すにはエチレンガスが逆に役に立ちます 

http://ajiwairyouri.blog64.fc2.com/?mode=m&no=217 

13 

 

ありがとうございました。毛玉と傷めを見て…溜息が出ますね(T_T)  

https://auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=little2ins&author=earth_0626_0416&aID=e215884781 

14 母材への傷めが少ない接合と、一ケ所約 20秒の施工性。 

結露が少なく、シロアリ害の予防効果がある面一致仕上げになる。 

http://www.premiumwood.jp/contents/index.php?e=20 

15 疲れがとれるし、肩こり腰腕の傷めがとれるから想像しただけで気持ちええやろなぁ～短時間でも熟睡なさったんですねぇ(^ε

^)-☆Chu!! 

http://ameblo.jp/musashi-pfp/entry-10548735211.html 

16 「肥料やけ」・・・肥料のやりすぎもあるが、何より肥料の 性質を知らずに与えていたということ、また土を返すことによる 毛

根の傷めがあるということらしいのだ。 

http://blog.koujyuji.com/?eid=380 

17 木痩せに影響を受けにくい、結露がない、 

構造材への傷めが少ない 

http://blog.goo.ne.jp/camcomi/e/e4a27b41d053443181a234d9d5ee8208 

18 ワタシの作った「野菜炒め」も例外ではないわけで… 

「野菜炒め」が「野菜傷め」みたいな 

ジョンカビラ「うまいですねー、『炒め』と菌に醸された意味での『傷め』がかかってるわけですか。うーん！ファンタスティッ

ク！東洋の魔女と言われただけはありますねぇ」 

http://blog.livedoor.jp/wma_kuma_tan/archives/2008-07.html?p=2 

19 中古品のため 細かいキズ 汚れ等あり 経年相応の傷めがあります。商品の状態については 画像にて 確認の上 入札して

下さい。 

http://tyatakuxx.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E6%9C%A8%E8%A3%BD%E3%80%80%E6%9D%BE%E3%80%80%E8%8C%

B6%E6%89%98%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%9C%A8%E6%91%BA%E3%82%8A%E6%BC%86%E3%80%80%E8%8C%B6%E6
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%89%98%E3%80%80%E3%80%80%E4%BA%8C%E7%82%B9%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%20%E5%90%84%E4%BA%94%E5%AE%A2 

20 バレーボールやバスケットボールでよく傷めます。傷めが後は急激に腫れますが、その後、徐々に歩けるようになるのが特徴で

す。  

http://www.hizasupporter.com/sub430.html 

21 

 

最小限の傷めで玄関引戸も取替えが可能です。 

http://reformtec-ikeo.com/original5.html 

22 最近山梨県や国指定の文化財の傷めや地域離れが進んでいる。本来なら管轄する教育委員会が掌握するものであるが、まったく

放置されたままで何の保存研究や改修も進んでいない。地域の文化財はそのまま地域の観光と結びつき地域の経済にも関与して

いる。 

https://blogs.yahoo.co.jp/hakusyunetto2009/2855804.html 

23 でも、人間の手による強制的なマッサージ運動や水中での必死のハイドロセラピーとは違い、犬自身がどんどん続けたがる作業

内容なので、つい圧を加えすぎたりすることによる腱の傷め等の心配もない。レディにとって好ましい結果に結びつくといいな。 

https://plaza.rakuten.co.jp/shippolife/diary/200809150000/ 

24 普通はアワセのしすぎとかで傷めるコトが多いかと、 

ソフトボールでの傷めは正統派ですね（笑） 

https://blogs.yahoo.co.jp/yasilyuukoubou/24780908.html 

25 Ｇ－ｕｐを始めてはや７年はっきり言って最初のころは、傷めはしないが、伸びにくかったです。 

http://onikasago.blog.fc2.com/blog-date-201406.html 
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12．「植え」に関する用例 

番号 用例 

1 土痩せや水やりによる土の流出，株自体が植えに成長する可能性などを考え増し土出来るように八分目まで土を入れ植えかえ

終了 

http://carexcat.cocolog-nifty.com/blog/2011/04/2011-327-52f0.html 

2 １２月２日（金），中３と小４合同で，スクラム広場の花の植えを行いました。 

http://members.fch.ne.jp/kubasho/tayori/gakkou.pdf 

3 ５月２２日、地元小学生や中学生へのアンケートを基に整備を進めている「城端散歩みち公園」に、花と野菜苗の植えを行い

ました。 

https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=16477 

4 芋の苗の植えを行いました。芋が育つには、太陽の光、土の栄養、水、おおきくな～れのおまじないが大切なことを伝え、い

ざ芋畑へ！！ 

https://www.kirariboshikodomoen.com/%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE-%E3%81%8D%E3%82%89%E3%82%8A%E6%98%9F-%E2%91%A2/ 

5 レ ンガで 作った 立体花 壇の手 入れ と夏 用 花 苗の 植 え をす る。  

http://fineclub.exblog.jp/11110151/ 

6 

 

10 号サイズの 6 本の植えをご希望の場合は、生産元へ更に特に注文となります。  

http://item.rakuten.co.jp/wfgarden/886026/ 

7 

 

２／２８から、コナラの苗木２０００本の植えが始まりました。 

http://seikou-udoku.blog.jp/archives/23766649.html 

8 

 

花菖蒲の栽培で、年間の管理上最も大変で経費もかかる作業に花菖蒲の植えがあります。これにつきまして私どもが採ってい

る方法をご紹介しましょう。   

http://www.japan-iris.org/No27/riso.html 

9 最近 37株の植えが流行っており、昨年一部の水田で試験をしました、苗の使う量が少ない為、資材や労力の点でメリットは

有るのですが、生育の仕方がしっくりいかないので、今年は今まで通りに植えました。 

http://www.yajima-farm.com/archives/20100618.html 

10 当初予定した山奥の桧林の間伐は無理なので、窯場近くの桧を間伐し、沢山の「なめこきのこ」の植えが完了しました。 

http://tokigawayamazato.web.fc2.com/sub_houkoku_21nendo.htm 

11 子ども会が中心になって、まさかりが渕の広場にある花壇の花植えを行っています。青指は花の植えが終わった後のレクレー

ションを主に担当しています。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/totsuka/chishin/seishidayori/20130927112108.html 

12 ポットから取り出したら、鉢の植えで並べてみて、配置する場所を決めてから土に植えていく方がよいみたいです。 

http://www.iphonejoshibu.com/clubthread/view?m_club_id=7&m_club_thread_id=428 

13 ヨーロッパからやってきた矮性のアルストロメリア  

パティオやバルコニーに鉢の植えで楽しめるように改良されたコンパクトタイプの人気の品種です。鉢

花として室内でも暖かな春になりましたら、屋外でも  お楽しみいただけます。  

http://item.rakuten.co.jp/wfgarden/858390/ 

14 夏に伸びた枝に、今芽があるかのまずはチェック！、芽が無ければ地際で芽があれば芽の植えでと言うことです。あとは、品

種の特性に応じた強剪定（地際）や弱剪定（良い芽の上）、その中間と言う形になるのでしょうか・・・。 

https://www.shuminoengei.jp/?a=page_r_detail&target_report_id=840 

15 他のバラとの混合が植えをすると渋さが目立っていいかもしれません。 

https://niwablo-plus.jp/greenfields/2017/05/27/ 

16 

 

トライして、毎日水かけ、楽しく、世話ができるなら、成功しますが、植えをしても、ほったらかしにすると、完全に植物は、

死にます、生き物は、水を飲んだり、食べたりするように、植物にも、たぷりと水と又、ひと月にいちにかいはプラントフー

ドをやってください。 

https://okwave.jp/qa/q5868742.html 

17 

 

2年生は、老人会の方や地域の坂本さんに教えてもらいながら、菊を鉢に植えをしました。 

http://cms.saga-ed.jp/hp/higashikawanobori-e/home/template/board/boardDetail.do?MENU_ID=19043&NOTW_NO=102588 

18 

 

培養土での実の回収と植えを簡略化 

http://mc-dqm4.xii.jp/index.php?%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB 

19 従って、一般的には春の芽が動き始めた頃が植えの適期だと言う事です。 

例外や地域差もありますから、樹種により時期を選びます。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1295838302 

20 ミニトマトを育ててみたいと思っています。しかし、植物を育てる事が素人の私。どのような種類があり、どれが育てやすい

のか教えてください。プランターでと考えているのですが、植えのほうがいいですか？ 

http://sodateru.hibiyakadan.com/page.jsp?f_name_kana=%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%88&id=2917277&ab

c=9 

21 もし無ければ、よく似たアサガオは売っているので、それで問題ないと思います。 

苗はもう 5月頃になれば、お店に並んでいるので、4～5月頃が植えの適期ですね。 

http://chokushikai.or.jp/blog/care-chokushi/green_wall/9032/ 

22 「ゴールデンミゼットは「黄金の皮熟したとピンクの肉があり、収穫に植えからわずか 70日かかります。 

http://www.bubbleteapowderb2b.com/ja/bubble-tea-powders.html 

23 このように植えが完了です。 
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http://ameblo.jp/nkiyo/entry-11714294429.html 

24 大量に植えが必要かどうかを判断 

http://ameblo.jp/tenasub/entry-11948677667.html 

25 ダーク色が人気！ボリュームが出て、育成も比較的簡単。高い植物の 1 つ前に植えがおすすめ  

http://item.rakuten.co.jp/wfgarden/c/0000000814/ 

26 花が小さいので、ちょっとした寄せ植えや鉢に植えができます。玄関に飾るだけで秋らしさを演出してくれますよ！ 

http://www.miyazaki-engei.jp/publics/index/45/ 

27 好きすぎて、ファーマーズマーケットで買ってきたものを水に挿して発根させ、プランターに植えまでしておるスベリヒユ（収

穫までこぎつけるかは限りなく疑問じゃが…）。 

http://tomoson.blog34.fc2.com/blog-entry-1892.html 

28 ドラセナの仲間の幸福の木です。 

最低温度は５℃が必要ですが５月に成ってから植えが必要な気がします。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12101705107 

29 小さい頃から育てるのが大好きな息子。 

苗選びから、植えまで中 3の今年も続いてますよぉ〜 

https://ameblo.jp/mayumama72/entry-12276467574.html 

30 私が育てているのです。 

庭作りから植えまで全てですよ！ 

http://minkara.carview.co.jp/userid/521153/blog/13708397/ 
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13．「浮かべ」に関する用例 

番号 用例 

１ 2歳児さんが、大きな固まった雪を山の上の小さな池に浮かべ、また拾って少し持ち歩き、また池に浮かべをしていましたが、

同じ 2歳児さんが、不思議そうにずっと隣について見ていました。 

http://www.oumenashinoki.com/?p=8967 

2 あるいは水の急な流れに浮かべが流されてしまうので、「水刎ね」の下流側は休憩に最適なのかもしれない。 

http://uuuzen.exblog.jp/21729195/ 

3 

 

私も痛いほど背中に浴びる視線を感じながら、ボードを海に浮かべでパドリング。 

http://www.469ma.jp/ckc_ariga/2008/07/1.html 

4 

 

もちろん牛乳と砂糖だけで作っていて他には一切使っていません。 パンやイチゴなどの果物につけて、またはコーヒー・紅

茶に浮かべでご利用ください。  

 http://needs-kashiyuni.com/shop/jam.htm 

5 

 

「リボンナポリンアイス」（さくら食品株式会社）は、リボンナポリンのシロップを 18％配合し、さらにブラッドオレンジ果

汁を使ったアイスクリームです。そのまま食べてもおいしいですが、リボンナポリンに浮かべでアイスフロートとしてもおス

スメだとか。 

http://www.hokkaidolikers.com/articles/4046 

6 

 

レイアウトをしたりするのは大変ですが、日常生活で座ったり、アセチルグルコサミン（磁石）をアセチルグルコサミンの上

に浮かべで。 

http://hssiloueicinmlicfpag.hatenablog.com/entry/2017/01/16/142910 

7 

 

そして足型に名まえと年齢を書いて水に浮かべで終了。 

あんなに冷たかった水なのに、なぜかあがった後は足がぽかぽか、軽やかでした～。 

http://chokucchi.exblog.jp/21526708/ 

8 買ったばかりの金魚が今日尾ぐされ病になってしんでしまいました。なぜ尾ぐされ病になってしまったのでしょう。買ったら

水槽に浮かべで水温を同じくらいにし、点滴法でみずなれさせました。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12172866722 

9 

 

父さんの仇は討ったよ、目に涙さえ浮かべで亡き父へと思いをはせる……。 

http://sterncastle.blog.fc2.com/?no=13 

10 

 

お湯に岡部手使うバスキャンドルは、自宅で使うものの他にプレゼント用として利用される事も多いようです。浴室の照明を

落としてお湯に浮かべで火を灯すと、ほのかに香りを放ちながらろうそくの明かりを楽しむことができます。 

http://plus-aroma.net/a04candle.html 

11 

 

食品を選ぶときに、上記の中毒事件をすぐ頭に浮かべで判断するのは検索容易性に基づくものであり、薬物による中毒事件を

食中毒事件の代表と思ってしまうのは代表性に基づくというわけです。 

http://kamitsuki.news.coocan.jp/09A/heuristics&algorithm.htm 

12 [交通手段のアドバイス]登山電車＆バス、時間に余裕を持って！ 

[服装のアドバイス]山中で意外と寒い。念のため真夏でも薄い上着を。 

縁結びの神社です。水に浮かべで字が浮き出るおみくじが面白い。 

http://www.jalan.net/kankou/spt_26103ag2130012061/kuchikomi/0002343068/ 

13 お船を海に浮かべで満足なアメリカと、実際に基地まで作った中国とでは、どっちが脅威かと…アメリカが守ってくれない 

日本は、憲法憲法って言い訳して何もしない 

中国とは、まともに戦えない 

どうやって、ブルーチームに居続けろと？ 

http://military38.com/archives/48698483.html 

14 

 

明日締め切りの、クオカのレシピ作りを頑張らなくてはいけないのですが、全く進まず。 

ビジュアル先行なので、浮かべは後は作るのみ、なんだけどなぁ。 

浮かべ、浮かべ、浮かべ！！ 

https://www.garow.me/media/1293858129029370552_843982677 

15 自分が駄目なところに気が付いたら改めます。 

何かアイデアが浮かべは行動へ移します。 

http://www.8evens.com/married-couple.html 

16 ベランダにも春が来てます。4，5年前からベランダの鉢に山椒の木を育て木の芽和え、吸い物に浮かべなど使っています。 

時には、5～６月頃にはアゲハ蝶が卵を産み付け 7月には幼虫、蛹となり、いずことなく飛んで行きました。 

25年も卵を産み付けに来るのでしょうか楽しみに待ています 

http://shinrin.ashita-sanuki.jp/c6433.html 
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14．「動かし」に関する用例 

番号 用例 

1 

 

★ グループレッスンの特徴  ★ 

1・基本的な関節の動かしを獲得する（身体の地図を明確にする） 

http://mbm-labo.com/lesson/lessonclass-children/ 

2 

 

今回は肩と膝と足首の促通法で、施術時の指の位置と筋肉の動く向きに合わせた指の動かしを久保田先生より学びました。 

https://www.kawajibun101.com/--c1zn1 

3 

 

駒の動かしを知っている 10級程度から三段位まで。 

年齢・性別不問 

https://www.shogi.or.jp/school/lesson/kantou/shi-11-1.html 

4 懐かしいダグラムですが 当時の設定図を見ても 座るのは難しいと思うのに アニメの厳しい動かしを 玩具が克服して行く

姿に 驚き感動しましたお！ 

https://ameblo.jp/sanchipinchi/entry-12252192949.html 

5 

 

特に DFラインでの動かし、幅を使った動かしを今週はトライしていかなければいけないと思っています。 

http://jefunited.co.jp/top/matches/2010/0328/interview/ 

6 針の動かしをコンピューター制御で行う家庭用ミシンとなっています。 

本体に据え付けされている液晶画面に縫い目の長さや模様などを設定するようになっています。 

http://www.kadenbu.com/article/422168110.html 

7 あるとき、友人からラッキー13 の動かしを教えてほしいと頼まれたかどうだったか？朝も早くから近くの川へ オカッパリ

に出かけた時です。 

http://www.american-bass-

shop.com/shopBlog/2011/12/09/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC13%E5%85%A5%E8%8D%B7%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%

84%E5%87%BA%E8%A9%B1/ 

8 自分たちの高まりを感じ取 らせるために，旋律把握時の歌 を撮影しておき，リズム打ちや 体の動かしを取り入れた自分 た

ちの演奏と比較し，演奏後に 変わった点を挙げさせる。 

http://www.edu.pref.kagoshima.jp/curriculum/sidouan/fuzokusho/h27/ongaku2nen.pdf 

9 

 

アクティブストレッチっていうのかな、体を実際使うような動かしをしながら体幹のトレーニングとかそういうので体をあ

っためていく。 

http://blog.livedoor.jp/ma0sa0mi/archives/2131199.html 

10 シャチとのふれあい体験  (ガラス面からの、エサやり・握手、至近距離でのシャチの動かしを見学) ・イルカトレーナー

体験＆タッチ(ステージ上でイルカにジャンプのサイン出し他)  

http://www.kamogawa-seaworld.jp/release/release_2016/release_20161014.html 

11 

 

腕の動かしを連続でするのではなく、間を取りながら行います。 

http://www.seikend.com/pdf/bowlbody.pdf 

12 自分がアニメーターとして動かしをすることが多かったですが、最近はアニメーターを雇うようになったので、ディレクタ

ーに専念する形が増えてきました。 

http://komakomatai.com/hitobhito_001_taijin_takeuchi/ 

13 「歯を動かして隙間を埋めます。 

3ヵ月間、削りとリテーナーで動かしを繰り返し、今の半分隙間が埋らない場合にはラミネートベニアをやり直す」 

https://www2.ha-channel-88.com/soudann/soudann-00032964.html 

14 フライが底に付いたら、チョンチョンと誘いの動かしをして、待つと、アタリが出るのです。  水温 4.3度 

http://kencube.jp/movie/flycolor-3.5.html 

15 

 

起き上がる前など筋肉がまだ柔軟に動いていない状態の時にこの動かしをすることで、痛みが出るリスク（急に硬くなった

筋肉を動かしピッと痛みが出る）を下げることができます。 

http://www.maternity-

ciconia.com/%E3%81%8A%E5%B0%BB%EF%BC%88%E4%BB%99%E8%85%B8%E9%96%A2%E7%AF%80%EF%BC%89%E3%81%AE%E7%97%9B%E3%81%B

F%E3%82%92%E9%98%B2%E3%81%90%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB/ 

16 自分のフィーリングと対話をしながらあっちに置き、こっちに動かしをしていると、「あ、ここだ」という位置に収まるよう

でした。糊やテープで固定して、少し遠くから眺めてみます。 

http://www.urraca.jp/archives/842 

17 とにかく口の動かしをしっかりできる曲を選曲することがポイントです。 

http://getbeauty.jp/archives/11083 

18 

 

・ボールの動かしをもっと早くすること。 

・シンプルにボールを入れていこう。 

http://www.s-pulse.co.jp/games/result/2014102607/ 

19 やはり縦方向への「動かし」を混ぜた方がより効果が出る。 

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/kodahima/article/2101 

20 また、麻子仁丸のほうが大黄（センノシド的な効果）の含有量が多いので、腸の動かしをもう少し期待したい場合は、麻子仁

丸のほうが向いています。それが必要ない場合は、潤腸湯のほうが適しています。 

http://kanpo-life.com/name/524/ 

21 カラオケでももちろん盛り上がりませんよね。 

台詞は何でもかまいませんが、口の動かしを意識してやりましょう。 

https://smartlog.jp/21324 
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22 後ろにサイコロで補強すると人が寄りかかれます。ただ、、、頻繁に動かしたり雑な動かしをすると、貼ったペーパーがよれ

よれになります。 

http://studioon.cocolog-nifty.com/blog/2014/10/index.html 

23 優位性と動かしを論じていた文脈から，知性と意志が相互に包み込みあ う関係がいわば自然な論理として言及されている。  

http://www.ic.nanzan-u.ac.jp/JINBUN/Christ/NJTS/036-Matsune.pdf 

24 この際、フックレンチで締めては左右に動かし緩め、また締めて左右に動かしを繰り返してボールにグリスを確実に馴染ま

せました。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/2644171/car/2212097/3811597/5/note.aspx 

25 

 

それじゃダメだなと仕掛けを上に上げ、バケの動きを目視しました。  おぉ～～～～なんとなくわかった。オレの動作はバ

ケの本来の動きを殺していたようだ。  キビキビッとした動かしをしたらオオナゴが元気に泳いでいる感じに見える。 

http://blog.goo.ne.jp/hojoturi/e/39c1a1831995f60f591e49df8ea5621b 

26 

 

ルアーの種類や動かしを変えてみたり、あの手この手を尽くしたが、ついに釣り上げることはできなかった。 

http://www.monstersproshop.com/golden-silurus-asotus/ 

27 

 

肩の重みが消え、首の動かしが楽になった。 

http://www.matsumoto-sk.com/voice/weight-of-the-shoulders-disappear-move-the-neck-has-become-easier 

28 先手は盤上での動かしが 4 つ、後手は 3 つです。先手は、成ってきた角を取るのと銀を動かすのを 1 手で行っているのでこ

の差が生じています。 

http://gakusyu.jp/gametheory/shogi_openings.php?kifu=7776fu3334fu2726fu4132ki 

29 火山でｸﾘｽ側の岩がどうしても動ごきません スティックの動かしが足りないのでしょうか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1127067336 

30 

 

腰の振り(骨盤の動かし)がうまくいくと肩甲骨が動きますので、まずは骨盤まわりの動きに影響されて肩甲骨が動いている

かどうかをチェックして、動いていれば骨盤まわりの動きはおおむね OKというように言えます。 

http://www.asahi-net.or.jp/~mi3t-ysok/udenofuri.htm 

31 しかし、試合の蓋を開けてみるとわれわれのボールの動かしが遅かったり、仕掛けが早過ぎて真ん中でボールを失ってはカ

ウンターを受けるという、もっともやってはいけないと話していた展開で試合が進んでしまった。 

https://www.jleague.jp/match/acl/2017/053108/coach/ 

32 しかし、試合の蓋を開けてみるとわれわれのボールの動かしが遅かったり、仕掛けが早過ぎて真ん中でボールを失ってはカ

ウンターを受けるという、もっともやってはいけないと話していた展開で試合が進んでしまった。 

http://uragi.com/news/uraginews008404.html 

33 

 

筋肉は動かしが少なかったり筋力が落ちたりすると固くなり、痛みが発生するリスクが増えます。つまり妊娠中期から後期

にかけお尻に痛みがでる妊婦さんの筋肉はどんな筋肉かというと非常に硬くなっている筋肉なのです。 

http://www.maternity-ciconia.com/column/senchokansetsu/ 

34 

 

 このこととは逆に足のふくらはぎを強く締め付けると首の動かしが鈍くなることがあります。 

http://dr-katuyama.com/message/2901 

35 

 

ボールの動かしがゆっくりだったと思いますし、オフザボールの連動性や、運動量、球際のアグレッシブさが足りていなか

ったと思います。 

http://www.urawa-

reds.co.jp/topteamtopics/%E3%83%9F%E3%82%B7%E3%83%A3%E7%9B%A3%E7%9D%A3-%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%93%E3%83%AD%E7

%A3%90%E7%94%B0%E6%88%A6%E8%A9%A6%E5%90%88%E5%BE%8C%E4%BC%9A%E8%A6%8B/ 

36 

 

 ビルドアップのときに、ボランチの選手が少し下がりすぎてもう少しセンターバックで回すことができればよかったのです

が、なかなか効果的なボールの動かしができなかったというのが前半のよくなかったところです。 

http://jefunited.co.jp/sp/top/matches/2014/0216/interview/index.html 

37 

 

パワーブラシにより、ノズルを前に押し出す力が強く、じゅうたん上でのノズルの動かしが非常に軽くできた。本体の持ち

運びがしやすく、付属品も使いやすかった。 

http://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/a_W_NEWS_037.html 

38 そして聖霊の賜物によっては魂のすべての能力が神の動かしに服するように備えられる。 恩寵はこの神の霊なる聖霊の賜物

を受けるにふさわしく魂を備えさせ るのである。 

http://jsmp.jpn.org/jsmp_wp/wp-content/uploads/smt/vol10/64-86_murakami.pdf 

39 

 

“身体が冷えてきている”、”運動(筋肉の伸び縮みの動かし)が足りていない”、”疲れの回復よりも疲れの方が多い”など身

体に不調(未病)が溜まってきているサインです（むくみの程度が高い場合は、今までのむくみの蓄積、もしくは内臓の不調

の可能性もあるので、病院で診てもらうのもおすすめです) 

http://kirei-ouen.com/blog/1242.html 

40 

 

フロンターレのボールの動かしがジャブのように効いてきて、後半、選手がバテぎみになって一人ひとりは頑張っていたが、

チームとしてコンパクトさとかボールを持った時に距離が遠すぎて長いボールだけに頼って拾われて守備という悪循環にな

ってしまったと思う。 

http://www.s-pulse.co.jp/games/result/2015040806/ 

41 曲線などの裁縫は布の動かしが要求されるため、フットペダルタイプの方がやりやすいかと思います。 

http://www.kadenbu.com/article/422168110.html 

42 

 

ストレス解消と疾風のようなハリケーンのような身体の動かしが他にもスピードを高める上で大切です。 基本は筋肉つけて

のスピードですが! 

http://www.raisedasapackofwolves.com/2017/02/28/%E3%81%97%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%A8%E7%AD%8B%E8%82%8

9%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%8B%E3%82%89%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%83%

E3%83%97%E3%83%88%E3%83%AC/ 
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43 

 

完封勝利に大きく貢献した槙野は帰宅後、済州戦の死闘を１２０分、早送りなし、時には巻き戻しをして確認。「昨日のゲー

ムは、今季一番のボールの動かしができた」と満足げに振り返った。  

https://news.goo.ne.jp/article/saitama/region/saitama-88218449.html 

44 毎日朝昼夜 1錠飲んでます。体の動かしが楽になってるようです。腰の曲げ伸ばしのぎこちなさが楽です。2瓶購入で楽にな

りそうです。 

https://osakado.cc/product_reviews/rgr/OS02135 

45 

 

目標「シンプルなボールの動かし」「相手から離れること」「間を取る事」「前を向いている選手を使う」  

☆GKからの創りを意識したボールの動かし。  

http://footballnavi.jp/fctrp/blog.php?curY=2011&stno=31 

46 サビの頭打ちでは裏にバスドラムを踏み続けるパターンや、途中から 1 拍 3 拍に踏むパターンに入れ替わるので細い足の動

かしが重要である 

https://www.studiorag.com/blog/fushimiten/drum-play-winter-songs/4?lclr=0&utm_expid=8287377-131.1SI0nxShS5-

nM2bVvFn__Q.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.vn%2F 

47 

 

スタンド台からの可動域が少なく、台座の可動域が約１２０°と狭くて固いアームはそれなりに自由度はあるし、アームの

動かしが固かったらネジで調整出来るが 

調整が微妙すぎてユルくなったり固くなったりで丁度良いようになかなか出来ない。 

http://product.rakuten.co.jp/product/-/8124c91f4cb190a698ef96a97044bc7e/ 

48 「ライブはこれから後半戦！ みんなの声、みんなの身体の動かしが必要です！」というコールからライブ恒例の「P.T.A.

コーナー」へ。 

http://ro69.jp/quick/rijfes2012/detail/71242 

49 このときの司馬懿は焦ることなく行軍し、じっくりと敵を包囲して襄平城に追い込みました。 状況に応じて臨機応変な兵の

動かしが司馬懿にはできるのです。 

https://hajimete-

sangokushi.com/2016/10/25/%E3%80%90%E8%BB%8D%E5%B8%AB%E9%80%A3%E7%9B%9F%E3%80%91%E5%8F%B8%E9%A6%AC%E6%87%BF%E3

%81%AF%E9%9B%BB%E5%85%89%E7%9F%B3%E7%81%AB%E3%81%AE%E8%A1%8C%E8%BB%8D%E3%81%8C%E5%BE%97%E6%84%8F%E3%81%A0%E3%8

1%A3/ 

50 使い心地は、思ったより軽いですし慣れれば普通の ATより足の動かしがなくて楽かもしれません。 

http://yakabe214.blog.fc2.com/blog-entry-26.html 

51 

 

松本が引いてきて、なかなかそこを崩せなかった。 予想していたが、後ろのボールの動かしがうまくいかずに、 どうしても

下がってしまって、後ろで回しているが、 

http://blog.rkk.jp/anaroom/page/33/ 

52 パッティング直前の身体の動かしが多く定まってない印象。ここもパーパットセーブ。 

http://www.gazio.xyz/article/448852588.html 

53 スティックコントローラーでやっていたけど、ちょっと指の動かしが難しいな、と。 

指を、ターゲット切り替えを親指、射撃を人差し指、格闘を中指、ブーストを薬指という固定ポジションで置

いてしまうと、ストライカーボタンのところに置く指が無いんだよね。 

http://www.makonako.com/2017/03/13on3.html 

54 

 

これ！本当にオススメです。肘の動かしがスムーズになる感覚を得られます。 

http://www.s-darts.com/shopdetail/536001000002/ 

55 又、一体になっていることで腕の動かしがスムーズになり、動きやすい特徴があります。  

http://shop-ooe-inc.com/products/detail210.html 

56 実際に 20日間で 2本撮りだった「勝手にしやがれ」シリーズなどでは、この 1カットの中での人物の動かしが実に見事だっ

た。 

http://hirobaystars.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-f72e.html 

57 ごつい生地でごつい裏地がついてながらも腕の動かしが楽な N-1 のツボみたいな仕様、裏地の一部と袖の裏地の一部がカッ

トされてるここが、バイクで高速移動している時には仇になってしまうんですね〜〜。 

http://shin3155.blog54.fc2.com/blog-entry-3181.html 

58 回転の回数も１分間に５回転ぐらいのものから１０回転、１５回転とかいうものまで、モーターによって回転数は違うので、

自分で自作するような場合には、１分間での回転数を適切に選ばないと、回転速度が速すぎてコーティングのための筆の動

かしが出来ないとか、遅すぎで、作業がし難いなどのトラブルは出ると思います＾＾； 

http://41650281.at.webry.info/201606/article_93.html 

59 使い捨てカイロを首と両肩に貼って、１日過ごしてみませんか。 

それで首の動かしが少し楽になるかもしれません。 

https://www.cosme.net/ispot/counsel/C2014.html 

60 この取れた頭、戦闘が終了しても何故か残るうえに前作のように撃破死体の動かしが可能。（今作では唯一？） 戦闘終了後

のフィールドで、生々しい顔が転がっていて驚くプレイヤーも少なくないだろう。 

http://seesaawiki.jp/project_dark2/d/%B8%F8%A4%CE%A5%D5%A5%EC%A5%A4%A5%C7%A5%A3%A5%A2 

61 終わった後の軽くなった感じはよかったが、全体的に施術がスピーディーすぎて、リラクゼーションというより痩身を受け

てる気分だった。手の動かしがすごく速い。オイルのコースを選択してるのはリラックス気分も味わいたいから。

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000264368/review/ 

62 これらのことと、手前で観ている範囲が狭いため、幅を使ってのボールの動かしが少なく、ボールが縦に動くことが多くな

って、ポゼッション(ボールを失わずに攻撃すること)が落ち着きませんでした。  

http://www.llamas-kochi.com/news/diary.cgi?page=25 
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63 両肩後はアクションプリーツになっていて、腕の動かしが非常に楽です。 サイズも豊富ですので、殆どのお客様にぴったり

のサイズが見つかるはずです。 

http://www.marufuji-web.com/item/riders_s/1107black.html 

64 背中側のハイウェスト生地部分は一部ゴムになっているので身体の動かしがその分とっても楽～です。 

http://www.nissen.co.jp/keyword/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%80

%80%E8%83%B8%E5%85%83/ 

65 この可動域を弄るとこで、上下前後には kのような可動域での動かしが可能です。 

http://higekumatoytoy.blog60.fc2.com/blog-entry-2131.html?sp 

66 写真の動かしが凄いっす 

奥行き感がすごい。 

http://sotubesovimeo.blogspot.jp/2012/11/vol1.html 

67 今ではあんまり聞かないけど、当時には「スパイラル・ジャーク」 

とか色々ジグの動かしがあった。 

http://kijimunafishing.ti-da.net/d2011-04-20.html 

68 いわゆる「フラグ」については僕はよくわかりませんが、明らかに投入後はチーム全体の動かしが良くなっていると思いま

す。 

http://blog.livedoor.jp/beatblues/archives/48418684.html 

69 セックスしてたらボケないという意味（もあるでしょうが）ではなく、女房に隠れてあれこれ段取りする、そういう頭の動か

しが効果的なのだと。 

http://blog.livedoor.jp/hirotanougeka/archives/36542013.html 

70 確かに iPhoneの方が操作の手数多かったり、スクロール遅かったりする。  

iPhoneユーザーは指の筋肉付いて、指の動かしが速くなって、結果的に Androidユーザーより速く操作出来るようになる。 

https://karma.2ch.net/test/read.cgi/ios/1482583326/l50 

71 タッチパネルの反応、地図の動かしがポータブルナビより格段にスムーズでやりやすい 

http://majesty.exblog.jp/21999585/ 

72 回数制限をしたところで、変わりは月＄１くらいがせいぜいでしょう。セイービングだと、利息がつく変わり、お金の動かし

ができないと思います。 

http://www.e-maple.net/bbs/topic.html?no=11019 

73 二の腕や、背中の動かしが楽で、着やすいように型紙を引きました。 

http://troisshop.cart.fc2.com/ca60/75/ 

74 ティペットの存在感も少ないのかもしれない。 

あと誘いの動かしが楽。 

http://ffamato.blog.fc2.com/blog-entry-41.html 

75 作業は大変→荷物の動かしがやっかい。 

http://www.keisoukun.com/blog2/voices/4014/ 

76 初めてで戸惑いますよね 

泣くのには原因があるから解れば良いですよね 

おむつとおっぱいが足りていれば、欲求不満だと思いますよ 

それってないかしら？ 

ですよね 

顎の動かしが足りないとおこります。 

大人もよく噛むと脳に刺激になって満腹🍴🈵😍になるでしょ 

赤ちゃんもガブガブのんでお腹はいっぱいでも脳が満足感がないんです。 

https://qa.mamari.jp/question/578875 

77 植え付けは４月下旬から５月上旬が適期です。移植も同様に暖かくなってからの動かしがよいです。 

http://www.ohana-

koubou.net/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%82%B2%E3%81%A6%E6%96%B9%E3%80%80

%E5%89%AA%E5%AE%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%A8%E6%99%82%E6%9C%9F%E3%80%80%E5%89%AA%E5%AE%9A%E6%96%99/ 

78 そして首、手首だけじゃなく、目線、人差し指までと、すごく細かい部分の動かしが多くて、うわぁぁ難しそー！と思うと同

時になんでこういう動きができあがったんだろー？と気になりました。 

http://izuma.blog.shinobi.jp/Page/22/ 

79 脇部分のマチ（ゴデ）で腕の動かしがスムーズ。 

http://harvest222.exblog.jp/m2014-04-01/ 

80 全景、ズーム共に画面周辺が 

ボケる(フォーカスが合わない)現象が発生。 

最初は、撮影直後の動かしが早いのかと思いましたが、 

画面中心は合っているし、何より、手ぶれ防止機能付き。 

http://www.kenchikushiblog.com/macchan/item_15452.html 

81 しかも作画やばい程によかったし手の動かしが滑らかでよかった気がする。 

https://twitter.com/_kotori0725/status/853435247592996865 

82 昨日とは別の撮影装置のテストです。カメラと人形の動かしが凝ってきました。 

https://togetter.com/li/605049 

83 中指から小指の動かしが苦手タイプ 
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http://sjrguitar.blog.fc2.com/ 

84 ヨガみたいに静止するんじゃなく、細かな手の動かしが必要になるので、 

ここは DVDでも付けてもらった方がいいなぁと思いました。 

http://uni1237.blog.fc2.com/blog-entry-89.html 

85 巻きつけるタイプだと、巻きつけが緩いと、カイロの位置がずれてきます。 特に屋外で作業をされる方とかは、身体の動か

しが激しいので、位置がずれます。  

http://sbjapan.net/ 

86 ラッシュガードは一人一枚はご用意なさるといいでしょう。 

繰り返しますが、海やプールといった水中での身の動かしが楽です。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2016/0509/761471.htm 

87 作ってるね~＾＾ 

私は手の動かしが足りないかも＾＾； 

がみさんの作品は実物が見られるから嬉しいよ♪ 

http://makogami.cocolog-nifty.com/cha/2012/04/153-b880.html 

88 本題ですが、この症状は、希釈が足りなかったか、十分な膜厚を着けられないようなガンの使い方（手の動かしが早すぎる）

ことで、暑い時期はなお更ですが起こりますね。 

http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2439304.html 

89 ここしばらくちょっと体の動かしが足らなかったから、水を２～３０リットルもかついで登って、少し鍛錬がしたい。 

http://www.geocities.jp/kox2koh/mountain/okigen/okigen.htm 

90 このネット上でリフト設置を謳う業者は「物」の動かしがメインの様で、 

現場に行かずに「確実に儲かる」高額な設置見積もりを出し、現場は下請けに丸投げという構図のようです。 

http://vemgarage.blog13.fc2.com/blog-entry-259.html?sp 

91 今回 2回目の購入です 

素材や指の動かしがスムーズでしたのて、傷が入り再度購入です 

https://www.amazon.co.jp/product-

reviews/B014Q3R2H0/ref=cm_cr_dp_synop?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&showViewpoints=0&sortBy=recent#RAXFZ2HY

N4JIL 

92 点検義務は行っておりますが、店舗レイアウト等により 

消火器の動かしが必要になった場合（改装ではなく） 

設置位置の変更届は必要なのでしょうか？ 

https://okwave.jp/qa/q4382048.html 

93 足の動かしがホントにおもしろい！、となるとトレイルランニングがどんどん楽しく、 そして、上達するのだとわたしは考

えます。   

http://run-walk-goods.at.webry.info/201208/article_12.html 

94 ネコ耳にしっぽをつけています。 

しっぽにはモールを入れているので、多少の動かしが可能です。 

https://otamart.com/items/12663961 

95 スキンズやモッズが長年愛用しているラグランタイプの V ネックセーター！ 首の開き具合も丁度いいです。 ラグランタイ

プなので、肩周りの動かしが楽です。 

http://ohuchishoten.blog.shinobi.jp/liquid/?pageNo=3 

96 あの歌詞のところの剛くんのダンスが好き 両腕と頭の動かし方がセクシー 頭の動かしがセクシーって 

http://d.hatena.ne.jp/Swing/?of=105 

97 ヒラスズキ釣りのために作られただけあって、 

かなーり腕の動かしが楽で地磯でも足元も見やすく動きやすかったです。 

http://tukaerukana.naturum.ne.jp/e1099077.html 

98 偶然その像が得られるのではなく、最短の腕の動かしで、ピタッと見たいものを真ん中にもってくる。 

http://www.jaog.or.jp/lecture/1-%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%84%E8%A8%88%E6%B8%AC%E3%81%8C%E8%B6%85%E9%9F%B3%E6%B3

%A2%E4%B8%8A%E9%81%94%E3%81%AE%E7%A7%98%E8%A8%A3/ 

99 この「パンチ・ひじ鉄歩き」の腕の動かしで、肩周り、肩甲骨が通常より大きく動かされます。この時に肩を上げず、首を長

くするようにして行ないましょう。 

http://kaifitness.server-shared.com/taisou.html 

100 スキッディーは小さくて可愛い生物をボードから逃し手伝うパズルゲームです。最少の動かしでスキッディーを逃がして、

パーフェクト！を取って、メダルをタクサン集めて頑張りましょう！ 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/skiddy-the-slippery-puzzle/9wzdncrdcftx 

101 いくら激しい振り付けでもただフレーズからズレないように動いてるだけって全く心に残らないけれどつよしさんは

すごくしなやかな身体の動かしで全身で音楽を表現するんだよね。 

https://twitter.com/chico41024/status/859381237730787328 

102 で何釣るかというと目的はミニマムベイトを食ってるときのヒラスズキ、またはプラグをジャーク等の細かい動かしで誘い

たいマル釣り、足場の高さを出しにくいエギング、ショア太刀魚等々でございます。  

http://www.fcllabo.jp/uc10light.html 

103 そして、その中で自分たちがボールの動かしで、自分たちの展開にする時間が本当に少なかったこと、相手のゴールに迫れ

なかったこと、シュートすら松本のディフェンスに打たせてもらっていないことが今後の課題。 

https://www.jleague.jp/match/j2/2017/030508/coach/ 
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104 スポーツでの痛み以外でも、 

お仕事で調理をする方（調理器具の動かしで、また重い鍋やフライパンを持つことで。洗い物などの動きで痛みが起こる）。 

https://item.rakuten.co.jp/powerpit/10002432/ 

105 まず、テヘランの PAS スタジアムの芝の印象について「けっこう見た目は悪くないですけど、ボールの動かしでちょっと止

まるというか、そういう感覚はあったので、そこは注意しないといけない」と、慎重にパス回しを行う必要があるとの見解を

示した。 

https://www.footballchannel.jp/2017/06/13/post216386/ 

106 ミニテニスが、慣れない身体の動かしでハード！笑 

http://blog.livedoor.jp/cocohemp/archives/51998312.html 

107 ただ、Uターンなど極低速でのバイクの動かしでエンストしやすくなったかも、でも慣れるでしょう。 

http://www.bikebros.co.jp/community/CRP_view.php?id=12769&uid=zdjjklfE 

108 左 右 の 動 か し で 動 か し に く い な 〜 、 バ ラ ン ス が 取 り に く い な 〜 、 と  

ど ん な 小 さ な 事 で も 自 分 自 身 で 身 体 を 見 て 、 感 じ て 、 知 っ て 下 さ い 。  

https://beamie.jp/?m=user&a=blog&k=detail&target_c_diary_id=88384 

109 しかし、試合は一方的な展開となった。俊敏な上体の動かしで常に試合を優位に進めた安選手が加納選手を圧倒した。 

https://jwfa.jimdo.com/2016/08/31/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%8F%96%E6%9D%90-%E4%BA%8C%E6%97%A5%E7%9B%AE/ 

110 ３６０度ボールを自由に違和感なく動かせるように、尚且つ相手に尻を向けなくてもすむボールの動かし方、相手の重心を

ボールの動かしで片寄らせながら逆を取り相手をいなす。 

https://myball.jp/articles/172 

111 今まで使っていたロアスの USB 接続のワイヤレスマウスよりも、このマウスは少しの動かしでポインターが瞬間移動的な動

きをするので、Windowsのマウスの動きの設定でかなり遅くしました。 

http://review.kakaku.com/review/J0000011424/ 

112 スラックラインを鋭く出すこと、ロッドの戻しを早くする動かしで連続した首ふりアクションを演出しております。 

http://www.american-bass-

shop.com/shopBlog/2012/06/20/%E3%83%98%E3%83%89%E3%83%B3%E3%80%80x0211%E3%80%80%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%

83%87%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D/ 

113 ピグの移動（動かし）の仕方  

http://www.omoroigame.com/games/pigg/kihon-sousa/20100502-pigg-idou/ 

114 この段階では、マウスピースの装着は夜間だけでも大丈夫になります。また、微少な動かしの為、最初からマウスピースで矯

正する場合より痛くありません。（期間 1～2ヶ月） 

http://www.hiranuma-dc.com/1520orthodontics/ 

115 施術後、足の指の動かしの体操を指導して終了。 

https://sakatoh.com/archives/828 

116 次に胸椎、両肺を動かし、今度は上部の頭髪全体を脳を揺さぶり自動的な動かしのマッサージし始めたのです。 

http://thesun.world.coocan.jp/start_361.html 

117 笛や、ドラム、ピアノなど様々な楽器を奏でるカラクリ音楽隊、 

この動かしの昨日は木製の洗濯バサミですが、素敵な動きをしまよ。 

https://shio-kara.jimdo.com/%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AA-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97/ 

118 この場合、いつ咲くかという知識よりも、「とにかくタンポポをみてみよう」という身の動かしの方がはるかに大切なことで

ある。 

http://www1.iwate-ed.jp/kensyu/siryou/h20/h20_605-01.pdf 

119 安藤遼紀  

ディフエスラインからの丁寧な動かしの意識が bom!  

http://footballnavi.jp/fctrp/blog.php?curY=2012&curM=1&stno=31&nowpg=2 

120 動かしの便利なモバイルガジェットが浸透した昨今においても、身構えが関係でウエストや肩部といった要素に面倒を憶え

ながら勤めるユーザーは結構います。 

http://mymettayoga.com/%E8%82%A9%E3%81%AE%E3%81%93%E3%82%8A%E3%82%92%E4%B8%AD%E6%AD%A2%E7%8B%99%E3%81%86%E3%81

%A8%E3%81%8D%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98/ 

121 僕の大橋さんの印象って絵もそうだけど、動かしの部分が凄く好きだったりするんですよね。だから木村さんが入ってるっ

ていうよりももうちょっと細かいのもあるし、何て言うか両方の部分を持ってる印象があるんですよね。 

https://www.maocloud.net/talk/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%

AE%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1-part2/ 

122 我々が働くのは神の動かしの下にであるが， このこと は我々の自由を奪うことではない。  

http://jsmp.jpn.org/jsmp_wp/wp-content/uploads/smt/vol10/64-86_murakami.pdf 

123 そして必死に声を出そうとして口を動かすが声は出ない。それでも「皆さんによろしく」という動かしのよう、応えてくれま

した。 

http://enzai.9ch.cx/index.php?%E5%90%8D%E5%BC%B5%E6%AF%92%E3%81%B6%E3%81%A9%E3%81%86%E9%85%92%E4%BA%8B%E4%BB%B

6%20%E5%A5%A5%E8%A5%BF%E5%8B%9D%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%8C%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%82%92%E5%9B%9E%E5%BE%A9%E3%81%

99%E3%82%8B 

124 三菱鉛筆の「 3600 本の替芯」で、替芯を立てる方法と動かしのアイデアを考えたのは、当時の担当プロデ

ューサーだった Y・ A でした。  

http://hdat.jp/company/ 

125 一方、1 年生チームとして初の試合だったという西武台はボールの動かしの部分で共通理解がされていて、左 SB 和田佳士と
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右 SB村田康平をはじめ、個々の活動量の多さも印象的だった。 

https://news.infoseek.co.jp/article/gekisaka_215179/ 

126 さて、動かしのテクニックは首振りアクションでのショ－トポップが一番お勧めで、この動かしのテクニックをべ－スとし

て身に付けてもらいたい。 

http://www.american-bass-shop.com/shopBlog/2011/11/09/pop-r%E3%81%AE%E9%AD%94%E5%8A%9B/ 

127 

 

数ある商品から選んでいただいたのはもちろんＪａｇセニングのＪシリーズＨＣ212です！ 

あらゆる角度や動かしの中で使っても引っかからずスムーズに抜けていく使い勝手にはとてもご満足いただいた様子でし

た。 

http://www.vegancraftsamples.com/blog/ 

128 しかも人形や背景を凝って作りすぎると 

アニメートの難易度がさらに上がって・・・ 

まずは自分の身体で動かしの感覚を覚えてくれなくちゃね・・・ 

みんなヒ〜ヒ〜！言いながらも 

楽しそうにやっています。 

http://animation.zokei.ac.jp/?cat=6&paged=6 

129 それから、これは、「やってて分からなかった」という思いもあるね。この作品の動かしの方向が分からなかった。 

http://www.style.fm/log/01_talk/morimoto03.html 

130 シリア戦の前半は相手の勢いを受ける形となり、得点も後半まで待たなければならなかった。ミーティングでは「ボールの

動かしの部分と、選手の流動的な部分の修正っていうのはしている」と槙野。相手のレベルは上がるが、前の試合で出た課題

はクリアにして臨みたいところだ。 

https://www.footballchannel.jp/2015/10/11/post113180/ 

131 機能解剖学に基づき、カラダ全体を連結、連動させ正しいカラダの動かしのトレーニングを行います。 

http://sawakigym.com/2015/09/%E3%80%90%E8%AC%9B%E7%BF%92%E4%BC%9A%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%80%91-%E3%82%A2%E3%83%8

7%E3%82%A3%E3%83%80%E3%82%B9-%E3%83%91%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B9-%E3%83%88%E3%83%A

C/ 

132 「いいポジションを取っている状態よりも中盤に少しスペースを作ってやりやすいように」（柳下監督）したところから、ボ

ールの動かしや守備の対応を繰り返し行いました。  

http://sp.albirex.co.jp/news/photo_diary/37968 

133 明快なストーリーとロジックで、マクロとミクロな視点から考え抜いた“一行の結論”を鮮やかに提示することができれば、

パワーポイントのオーバーな文字の動かしや豪華なプレゼンボードは不要だろう。 

https://www.advertimes.com/20121018/article90007/ 

134 パイソンの動かしやデータスクレイピングを知っとくのが、人工知能動かすよりも大事な気がしている。 

あと opencvでの画像データ編集とか。 

https://aidon.club/@xiaraix?max_id=26379 

135 また、グラフの動かしや背景のデザインなどもリッチに表現し、 

興味を持ってもらえるような演出に仕上げています。 

http://proox.co.jp/works/5909/ 

136 簡単な身体の動かしやストレッチで 

内側に固まってしまうのを防ぎましょう！ 

http://rebirth-conditioning.sblo.jp/index-3.html 

137 そして、脚の動かしや膝を上げた時にも引っかかりにくく、突っ張りにくくなっているのです。だからといって変に太すぎ

るということもありません。 

http://hikersdepot.jp/products/622.html/ 

138 あまり柔らかい布団に寝かせないようご注意ください。 

首の動かしや寝返りのせいで窒息する恐れがあります。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12136744717 

139 滑る運動の仕組みがわかると体の動かしやスキーコントロールを意識できるようになります。  

https://snow.gnavi.co.jp/howto/ski/detail/test/ 

140 こういった、なんでもないような視点の動かしやアドヴァイスが意外と効果的だったりします。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%81%8C%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B%E3%

83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF99-

CD%E4%BB%98%E3%81%8D-%E8%91%9B%E5%B7%BB-%E5%96%84%E9%83%8E/dp/484561684X 

141 できればお店等で全伸ばしの動かしやエレベータ・雲台の動かし、重量配分などなど試して購入した方が良いと思います。 

三脚は他の人が良いっていうから良いというわけではないのが難しいところだと思います。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001563/SortID=14536781/ 

142 ボールの動かしや、特に小林悠の取ったゴールなんかは我々のゴールだと思います。 

http://www.frontale.co.jp/goto_game/2013/j_league1/10.html 

143 普段自宅学習の多い通信型コースの学校は、年数回のスクーリング時に皆が集まるので、その際に体育の授業でちょっとし

た体の動かしや体操など行う学校もあるよ。 

http://www.kousotunintei-jissen.com/tuusinsei-koukou/zyugyou-curriculum.html 

144 バチャータでのアームの動かしやヒップのムーブメントなど女性らしい動きをゆっくり丁寧に指導してくれました。 

http://salsa.co.jp/events/2022 

145 一気にここ最近寒くなってきましたので急な体の動かしや風邪等気を付けて行きましょう 



- 98 - 

http://lucianost.exblog.jp/m2009-11-01/ 

146 突然ですが、競技は違えど身体の動かしや、トレーニング、ケアなどをここ数年微力ですがサポートしてきた水泳選手がい

ます。 

http://8spo2009.jugem.jp/?cid=4 

147 反面、細かい誘いの動かしや取り込み時に 長さを持て余すのが 今後の課題です。 

http://devilcat.naturum.ne.jp/e1396233.html 

148 だからすこし大げさなぐらいの口の動かしや発音を大人が見せることで真似をしていくことで練習していきましょう、との

ことでした。 

http://hony122jp.at.webry.info/200604/article_2.html 

149 ここまで３試合で得点が８点、失点が２点と、これもまずまずの結果と言えますが、守備面でのラインコントロールや２列

目からの飛び出しへのカバー、攻撃面でのボールの動かしやフィニッシュの数など、課題もあります。 

http://kahokufa.blogspot.com/2008/ 

150 ウエーブがかった黒に近い長い髪を腰まで伸ばし、アルドより少し高い身長と隙の無い身の動かしや筋肉の付かたからして

スピード特化型特有のものだ。 

http://novel18.syosetu.com/n7268dp/26/ 

151 ヲタじゃなくたってああ違うなってくらいは誰でもわかるだろう  

あとはテンポの動かしや楽譜からの逸脱や 副旋律や対旋律の目立たせ方の好みとか  

そういう指揮者のクセがわかってこの人が好きとか嫌いとか思うようになるんだし 

http://ongakukei-matome.2chblog.jp/archives/Classic-Naze-Suitai.html 

152 人が多く説明書きをゆっくりと読むことは出来ませんでしたが、絵から 20cmぐらいの距離で見れるので、油絵特有の絵具の

盛り上がり感、絵具の混ざり感、筆の動かし等がはっきりと分かります。 

http://www.sansyo-seiko.co.jp/?cat=1&paged=5 

153 ちなみに 5 時間の講座の中身は？というと、身体の動かし等の基礎的な解剖学的ワードの勉強や骨格・筋肉の名称や起始停

止部分、そして各筋肉の作用を知る事が主でした。 

http://shigebody.com/post-3063 

154 包丁裁きや、フライパンの動かし等は見てませんでしたが、 

味は、良かったですよ。 

http://sarutv.exblog.jp/24283365/ 

155 とにかく外野手が第一希望です。 フレで需要がある方いたらプレしますのでもしいたらコメント下さい。 ポインターの動

かし等承ります。 

http://blog.hangame.co.jp/url.nhn?url=B0000988094&m=category&cateid=194&page=3 

156 物品の動かし等の際は、表ログとの齟齬に気を付けて！） 

http://jsfun525.gamedb.info/wiki/?cmd=read&page=%C2%BC%B4%EB%B2%E8%2F%B5%DB%B7%EC%B5%B4%A4%C8%A5%C0%A5%F3%A5%D

4%A1%BC%A5%EB%A4%CE%C4%B9%A4%A4%CC%EB%A1%CA%B2%BE%A1%CB&p=0 

157 人形屋サンって改めて凄いなぁって感動しました  

あんな小さなものに魂を入れて演技するなんて…  

途中台の動かし等手伝ったりしながら、モニター観て楽しんでました  

http://tsuyozou4414.blog123.fc2.com/?no=1006 

158 ひと つはそういう中盤のボールの動かし等の部 分には出てきているのですが、本当にゴー ルに、一番怖いところ、一番相

手の嫌なと ころに、ゴールに向かってのダイレクトな 意識を持っているかというと、その部分は 弱いかなと感じます。 

http://community.jfa.jp/modules/coach/t_news/vol28/vol28_01.pdf 

159 で、おなじアオリイカ狙いのおじさんにエギ（疑似餌）の動かし等を教えてもらう。が、そう簡単には釣れない。 

http://ultra-blue.cocolog-nifty.com/blog/2006/06/index.html 

160 ロゴのモーションが完成！ 

PSDを組み合わせる事によって少し凝ったロゴの動かしなどが可能になりました。 

https://www.cyring.co.jp/2016/01/11/%EF%BC%91%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B9%E3%82%8Bfinal-cut-

pro-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AD-%E8%AC%9B%E5%BA

%A7-11/ 

161 ママの話しかけ、手遊び、手足の動かしなどの全てが今後の成長へとつながっていきます。 

https://happy-ikuji.net/?p=13810 

162 左右への動かしなどはイメージしないでくださいね。オールのように使う、はなしです。 

https://swim-media.com/kick/dolphinekick 

163 合気道の基本的な受け身練習をおこなった後、重心の位置や骨盤の動かしなどについても講義して頂き、選手・スタッフと

もに合気道の体の動かし方からラグビーでの動きに活かせるもの、つながるものを探し練習に取り組んでいました。 

https://www.rugby-japan.jp/2012/03/05/id13306/ 

164 立ち上がりは、チームとしてもすごくいい入り方をして、僕たちが狙いを持った中でのボールの動かしなどができました。 

http://www.urawa-

reds.co.jp/topteamtopics/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%89%E3%83%8B%E3%

83%BC%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BA%E6%88%A6-%E8%A9%A6%E5%90%88%E5%BE%8C%E5%8

5%AC/ 

165 サービス面でもさまざまなサービスを行っていて、引越し後の掃除や荷解きまた、引越し後期間内で家具の動かしなどのサ

ービスを行っている引越し業者もあります。 

http://www.hiks.biz/2007/09/20070927150000.html 
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166 ７月 25日（金），千手小学校にて，小学校親善水泳大会が行われました。この大会には，中学生のボランティアが参加し，種

目ごとの小学生選手のスタート位置への誘導や，競技前後のシャワーの動かしなどを手伝ってもらいました。 

http://www.edu.city.tokamachi.niigata.jp/els/tachibana/489/ 

167 コマ撮り学生は、造形、照明、動かしなどの各分野をそれぞれ集中して習得するのが良いよ。低いクオリティのまま作

品作りしつづけるのはとてもキケンよ。 

https://twitter.com/p_inoue/status/242860084240187392 

168 商品効用を感じられ、食事内容や体の動かしなどにも配慮を行いながら１ヶ月～２ヶ月の経過があっても全く結果につなが

らないという方はダイエット相談よりご連絡ください。 

http://www.nydiet.net/QA9.htm 

169 お打ち合わせの内容（広さ、備品の動かしなど）に相違があった場合は お客様の同意の元追加料金をいただきことがありま

す。 追加料金がかかる前に確認をさせていただきますのでご安心ください。 

https://curama.jp/house/vacancy/SER204538852/ 

170 比較的小編成のオケのうえノン・ヴィブラート奏法がこの作品が意外に古典的であることを再認識させてくれたり、ハープ

の効果にも感心させられますが、第 1 楽章冒頭から情感たっぷり、切々と歌い上げる感情発露、大きなテンポの動かしなど

インマゼール節全開のボルテージの高さ。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%B9%BB%E6%83%B3%E4%BA%A4%E9

%9F%BF%E6%9B%B2%E3%80%81%E5%BA%8F%E6%9B%B2%E3%80%8C%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%81%AE%E8%AC%9D%E8%82%89%E7%A

5%AD%E3%80%8D-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E6%9B%B8%E4%BB%98%E8%BC%B8%E5%85%A5%E7%9B%A4/dp/B0

03BNJIGK 

171 特に、段差のある場所での動かしなどを丁寧に指導していただ きました。初めて車椅子を押したり、乗車した生徒からは、

「段差のある 場所は乗っていると怖かった」、「障害者の方々には、みんなの助けが必 要な場面が多いんだなということが

わかった」 「車椅子にはスロープがとても大切であること がわかった」などの声が聞かれました。 

http://futyu.kus.hokkyodai.ac.jp/tayori/index/no3.pdf 

172 そのため、自宅でのリハビリのための動かしなども出来なかったとのこと。 

https://seitaijutsuchiryouinshoan.jimdo.com/%E5%9B%9B%E5%8D%81%E8%82%A9-%E4%BA%94%E5%8D%81%E8%82%A9/%E3%83%91%

E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%A7%E4%BA%94%E5%8D%81%E8%82%A9-%E5%A5%B3%E6%80%A7/ 

173 演技の面で人物の内面を表現することに長じ、演技もあか抜けして安定し、柔と剛を兼ね備え、質朴で深味があり、他の劇種

の長所、例えば京劇の老生（中老年の男性役を演じる役柄）の体つきやしぐさ、蒲劇（山西省の地方芝居の一つ）のつけひげ

と帽子の翼の演技、昆曲の足取りと指の動かしなどを吸収し、それを自分の演技に溶け込ませることに長じている。 

http://japanese.beijingreview.com.cn/yzds/txt/2009-09/25/content_220613_2.htm 

174 さて、これらの呼吸を気功の中でどのように応用していくのかということですが、実際は、気の採り入れや吐き出し、気の

動かしなどを誘導として呼吸を用いますので、意念は常に気に向けられていて、実際の呼吸は、しているだけで、意識をす

ねことはありません。 

http://p.booklog.jp/book/16328/page/185906?p=2 

175 このため、職場も含めて、腹筋を意識しながら、骨盤を寝かせる姿勢を避けることをまずは徹底し、教えていただいた椅子の

運動や、カマボコ型を使った骨盤の動かしなどをやったうえで、時間のあるときに、ほぐし＆ストレッチも適宜やるように

したいと考えております。 

http://d.hatena.ne.jp/eigon/touch/searchdiary?word=*%5BWS%A1%A6DVD+%A4%CA%A4%C9%A4%CE%B4%B6%C1%DB%5D&of=40 

176 コモン制作の進行度としては半分くらいです（まだウディタで画像の表示切り替えやキャラの動かしなどをしているところ

なので…）。 

http://kakuhasi.blog.fc2.com/page-1.html 

177 その寄せる力って何かというと、ルアーの持っている存在感の大きさです。具体的には、動き、音、水の動かしなどの総合的

なアピール力です。 

http://otawamurebass.jugem.jp/?eid=46 

178 最近は、荒地の竹きり１日４～６時間で 50 日間、木の伐採、神社の木(重さ 30kg 位のもある。)の片付けと風呂焚きの薪つ

くり、重い石の動かしなど、きつい仕事を工夫しながら出来る事はありがたいし、つまらぬ事を考えなくてよいのです。 

http://www.hakkenkai.jp/2013/01/24/%E8%8B%A6%E3%81%97%E3%81%BF%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E8%A7%A3%E6%94%BE%E7

%94%9F%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E7%94%9F%E3%81%8B%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B/ 

179 ５、６人で、箱に詰めて、所定の場所に動かしなどの作業に学園の園生が参加しています。 

http://therapicotton.retromeme.jp/diary/4186 

180 字幕があるとそちらに注意がいってしまうので、彼女の顔の表情、身体の動かしなど、歌い方全般を見てほしい。 

http://blog.livedoor.jp/jnv20518/archives/51869314.html 

181 ４つ足移動の為、荷物や家具の動かしなどは任せられませんが、「プルート、釘抜きもってきて！」「ワン！！」という感じ

で、サポート面で、小回りのきく活躍をしてくれそう。 

http://studiostick.blog65.fc2.com/blog-entry-423.html 

182 上にも子供がいるためﾚﾑ睡眠時の目の動かしなどはわかりますがこんなにも頻発しませんでした。 

https://www.askdoctors.jp/topics/198278 

183 ジェルの中にワックスが含まれているのでジェルと違って扱いやすく立ち上げや毛先の動かしなどもやりやすく固まってく

れるのでハードスプレーも必要無いです。 

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000068084/blog/bidA012452440.html 

184 緩急の使い方が巧みという感じがしました。カメラの動かしなどもさりげなく工夫がありました。 

http://www.paoon.com/tb/sdwzpuxya.html 

185 アリの機動的な動きにも通じるものがありますね。  
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鳥の首の動かしなどもそうです。  

アリは瞬間移動速度がスケール的に超越的ですよね。  

http://atamatote.blog119.fc2.com/blog-entry-459.html 

186 最近は、バラエティ番組でよく見かける子役の最近って、子役という枠を超越した人気があるみたいですね。動かしなどを

見ると、大人やな！と思わずツッコミを入れたくなるような芸達者ぶりで、ニコニコしているところを見ると、基礎も気に

入っているんだろうなと思いました。 

http://a2iletisim.com/%E7%A8%BD%E7%95%99%E6%B5%81%E7%94%A3%E3%81%A8%E8%AA%A4%E8%A8%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%

84%E3%81%A6.html 

187 でさ、藤井四段にきゃあきゃあ言っている人のうちどのくらいが将棋のルールを把握しているのかな？（俺は駒の動かしか

らくらいしかわからん） 

https://tvdon.tv/tags/ntv?max_id=212825 

188 後半は、選手たちにもう一度「その動かしからゴール前のところにどうやっていくか」というところを少しだけ整理してい

ったところ、選手たちがそれに対してスムーズに入ってくれて、その流れで苔口があのようなかたちで先制点を取ってくれ

た。 

http://www.kataller.co.jp/schedule/gamerecord/2017/0603.html 

189 樋口コーチ🐴の身体の動かしからはじまり、🐣私の身体の動かし方へ・・・そして身体をひねり、胸を張り(上の写真の樋口

コーチ🐴のように)体重移動しながら投げていきます 

http://www.windsorracket.co.jp/coach/?no=409 

190 攻撃は、ACミランと同様、素早いボールの動かしから攻撃を組み立てる。 

http://community.jfa.jp/modules/member/fcwc2008/fcwc_20081121_02.html 

191 コメント・悪天候の中での開幕戦。シンプルなボールの動かしから終始決定機をつくることができた。流れの中からと、セ

ットプレーからのどちらでも得点できたのは、今後の好材料に。 

http://www.forza-sc.net/result/2010/04/30/214 

192 日本の雑誌等では｢ｴﾗｼｺ｣とも呼ばれている｡右足のｱｳﾄｻｲﾄﾞで軽くﾎﾞｰﾙを外側に動かしからその後すばやく同じ足のｲﾝｻｲﾄﾞで

ﾎﾞｰﾙを内側に動かして相手をすばやく抜き去る技｡ 

http://great-taitan.seesaa.net/pages/user/m/article?article_id=154196101&page=3 

193 こういったドリルによって体の動かしからがいつの間にか身についているのが理想。 

http://undo-tv.net/20160514110419-2/ 

194 棋道指導員と普及指導員男女２名で駒の動かしからから優しく指導しています。  

http://www7b.biglobe.ne.jp/~shg/43247376/ 

195 速いボールの動かしから、タイミングを合わせて相手 DFラインの背後を奪いにいくところが我々の強みだと考えます。 

http://www.ardija.co.jp/match/2012/j1/32/ 

196 曲が変わるときの顔の動かしからのﾀﾀﾀﾀｯという音へのはめ方からの膝の使い方。膝の動かしのときに少し屈み気味になって

いるのもうまい。 

http://toyorokobi.blog.fc2.com/blog-entry-8.html 

197 速いボールの動かしからノーマークを作っての３Ｐを連続して決め、県伊丹の 攻撃を一桁に抑えリードを広げました。 

http://hotokubbc.com/161217sinjin-hansintiku.html 

198 見てまねることが苦手な人もいますし、身体の動かしからがぎこちない人もいます。 

http://blog.canpan.info/as-japan/daily/201209/13 

199 カラダの動かしからも試行錯誤の最中でよく分からないし、響き？ イマイチ分かんないよなあ。 

http://stone.tea-nifty.com/blog/2015/06/post-efe0.html 

200 意外とムズカシイので一度トライしてみてください  

手繰り寄せがなかなかの方はまずは、足指グー、チョキ、パーの動かしからトライしてみてください 

http://blog.lakshmi-kn.jp/?month=201602  

201 以上詳述したように、本発明の請求項１記載の加熱調理器によれば、まずロック部材のつまみをロック部材の移動方向に対

し直角に動かしから始めて次の操作によってロックが解除され、加熱手段を作動させることが可能となるので、例えば操作

手順を知らない人あるいは直角に動かすことが困難な小さい子供にとって、ロックを解除して加熱手段を作動させることは

困難である。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/1996320120 

202 最初は立ち方、腕の動かしから始めていろんな曲調の示し方、左手を使ってオケへの合図の仕方、はっきりとビートを示さ

ないでリズムを共有したり音楽的表現をすること、そしてオケとのコミュニケーションの取り方や基本の型から離れたドラ

マチックな表現、指揮者としての機会の見つけ方まで。 

http://noctuelle.en-grey.com/Entry/1185/ 

203 そして、変な機械？を使って刺激を助長させていますが 

ヒットマッサーのようなものなのか？ 温めるものなのか？ 

たぶん手の動かしからして、前者だと思うのですが ・・・ 

どなたかご存知でしたら教えて下さい。 

http://o-medicine.net/oriental-medicine/spinal/ 

204 駒の動かしから始めて 7 回目、どうにか動かし方は覚えたようだが、家庭での学習が今後の上達の最大の要素、何事にも本

人のやる気と保護者の協力次第です。 

http://41606391.blog21.fc2.com/blog-entry-1439.html 

205 ただ腕の動かしまで考えが及びませんでしたので、自分の姿勢の癖も含めて検討し直します。 

美風さんがお使いの椅子も教えてくださりありがとうございます。私に合った椅子が選べるようにもう少し吟味してみます。 
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http://musojuku.jp/bifu-blog/?p=71560 

206 スケジュールの管理から素材の動かしまで幅広く作品に関わることが出来る。 

https://en-hyouban.com/company/10096624196/ 

207 お金や預金の動かしまでやってたら週２日の訪問では責任ある仕事が出来ないので、そういうことには敢えて手を出さない

ようにしているのだが、イヨイヨの時には大胆に動いてしまうミヤギ君。 

http://www.gusuku.biz/job/diary2016/20160715.html 

208 今節は縦への勝負の仕掛けは増えて無駄な横パスは減ったが、必要な横へのボールの動かしまで減って攻撃が単調気味にな

った。 

https://www.jleague.jp/jsgoal_archive/jsgoal/detail.php?press_code=00164532 

209 （私もやってみようかな、歌ってみようかな等ｗｗｗｗ）  

軽い気持ちでやんなカス  

更にひどいことに PV（）の動かしまで徹底的にパクるというｗｗｗｗｗ  

http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/net/1319894896/ 

210 主体それ自体の動かしは何らかの作動者に基づく.  

http://jsmp.jpn.org/jsmp_wp/wp-content/uploads/smt/vol47/91-111_yamaguchi.pdf 

211 ボールの動かしはうまくいってなかったということでしょうか？ 

http://jefunited.co.jp/top/matches/2013/0901/interview/ 

212 VIP に従って上の例を考えると、 B の指の動かしは意図的行為なので、 A の発言と B の指の動かしとの因

果的繋がり（ P）が切断されることになる。  

http://d.hatena.ne.jp/emerose/20120619/1340118156 

213 企画の動かしは西さんがメインでしたね。 

http://www.animatetimes.com/news/details.php?id=1451333112 

214 最終ラインでそれほどリスクのあるボールの動かしはできないが、前線に入った時の収まりも悪くなり、逆に押し上げてと

いう形もなかなかできなかった。 

http://www.s-pulse.co.jp/games/result/2015042904/ 

215 でもあまりうまく動かないが, 左右の大きなボタンを同時押しにしたうえでの, ボールの動かしは可能で良好な動きだ. 

http://www.kamigaki.net/cgi-bin/bbs/view.cgi 

216 ですが、この７月（約３ヵ月）で痛みがなくなり、肩の動かしも当初と比べ格段に良くなりました！ 

http://plusseikotsuin.com/tsunashima/2816.html 

217 エンパニ縮毛矯正をかけていればまとまりも動かしも最高な仕上がりになります！ 

http://linksforhair.asia/%E2%98%85%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%8B%E5%A4%AA%E7%94%B0%E3%81%AE%E4%BD%9C%E5%

93%81%E9%9B%86%EF%BC%91%EF%BC%97%E2%98%86/ 

218 立体の動かしもほとんど野村氏本人が行っており、正味５分間のお話であるが撮影は２週間以上かかる、気の遠くなるよう

な作業である。 

http://www.robot.co.jp/staff/tatsutocity/charadepa/jam.html 

219 「矯正」と言うと痛いイメージがあると思いますが、ボキボキ痛い施術ではございません。ですが、多少の痛みを伴う動かし

もございます。 

http://himeshima.com/kyosei/ 

220 「将棋はやったことが無く、駒の動かしも分かりませんでしたが、くもんＮＥＷスタディ将棋すぐに遊ぶことが出来まし

た。」  

https://plaza.rakuten.co.jp/gogoogoo/diary/201706150000/ 

221 首と目線を組み合わせてゆるめたり眼球輪を動かしてゆるめるアプローチがありますが、眼球に刺激を与えることによって

首の筋肉の緊張も取れて首の動かしもスムーズになります。 

https://pftokada.com/2017/06/26/96-%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%81%A7%E9%A6%96%E3%80%81%E8%82%A9%E3%81%AE%E7%97%9B%E3

%81%BF%E3%81%AE%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%8B%89%E5%BC%B7%E3%82%92%E3%8

1%97/ 

222 セットのとても便利なベッドサイドラックは、伸縮性もあり、キャスターが付いているので、動かしもらくらくで、使い方

様々です。 

http://www.innerbed.com/detail/111334.html 

223 両チームともに各々の持ち味を出し、ボールの動かしも速く展開ラグビーの面白みを見せてくれた好ゲームだった。慶應は

この後、強力 FWのチームとの対戦となるがチャレンジングな戦いぶりを期待したい。 

https://www.rugby-japan.jp/2009/12/27/id7621/ 

224 後半は、あまりボールの動かしも良くなかったですし、相手が前から来ていた分、もっと動かなければいけなかったのかな

と思います。 

http://www.urawa-reds.co.jp/topteamtopics/%E7%AC%AC8%E7%AF%80-

vs%E6%9C%AD%E5%B9%8C-%E3%80%8C%E6%8C%81%E3%81%A1%E5%89%8D%E3%81%AE%E6%94%BB%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%81%A73%E3%82%

B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E5%A5%AA%E3%81%84%E3%80%81%E5%85%AC/ 

225 いつもは痛いとおっしゃる上腕の動かしも、リハビリなんのその。 

http://www.kent-medical.com/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/page/24/ 

226 前半は、日頃組んだことのないメンバーでしたので、中々かみ合わないオフェンスでしたが、後半に入りようやくボールの

動かしもスムースになり、チャンスを作るようにもなりました。 

http://fioremusashino.jp/news/top-team/item/1205-

2016%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%A5%B3%E5%AD%90%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%
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B0.html 

227 「徐々に後半はボールの動かしも良くなっていった」と黒田監督。ゲームリズムは間違いなく青森山田へ。 

http://www.jsports.co.jp/football/jleague/blog/m/game-report/post-226/index.php 

228 取る値が整数より 連続的に動かしも変わりません． 

http://sshmathgeom.private.coocan.jp/diffgeom/surfaceandbasis/vectorindex.html 

229 例えば、真夏の炎天下などで人間もまいってしまいそうな時、水深も 2ｍ程度より深いエリアでは、こういう動かしも実績が

高く、動かし方のリズムとしてはヘドンラッキー13と大変似ています。 

http://www.american-bass-shop.com/shopBlog/2012/03/22/heddon-popn-image-jr-

x9219-%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%8

2%A2/ 

230 リロード無しとかは自分で動かしこそ楽しいと思う 

http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/gameurawaza/1109897578/ 
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15．「失い」に関する用例 

番号 用例 

1 

 

まあ、Androidデータの失いを悲しむ代わりに、効率的なソリューションを検索してみませんか？ 

http://www.coolmuster.jp/android/recover-deleted-files-from-android.html 

2 ナノセナミック繊維素材にある遠赤外線は、人体表面の放射能と対流熱の失いを防止、そして 4~14μｍの

遠赤外線を放射する特性を持っています。  

http://www.get-greenenergy.com/?.p=HjrH&.__id=P20170117175336817&.hl=ja 

3 また、社会的な信用の失いを最小限でとどめる事ができます。加えて、患者に対して安定的にサービスを供給する事ができま

す。 

http://www.avonlinegreenenergy.com/tag/%E5%99%A8%E5%85%B7 

4 磁気の特徴のため、ネジを強力で付けられ、ネジ及び他の小さな部品の失いを避ける。 

https://www.amazon.co.jp/IPhone-%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AD%E3%81%98%E7%A9%B4%E5%88%86%E5%B8%83%E4%BF%9

D%E7%AE%A1%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E6%90%BA%E5%B8%AF%E3%82%92%E4%BF%AE%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B-%E

3%83%8D%E3%82%B8%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E5%88%86%E8%A7

%A3%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97-iphone-5s/dp/B019RI2XCS 

5 月日は流れ、僕は度々自分の聴力の失いを感じた。 

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=6585598 

6 殺虫剤の使用、刈り田を燃やす、水のきれた畑と森林の失いを避けて、境またはみぞを尊ぶのが望ましいです。  

http://www.primilla.org/web/contenido/idiomas/japones/portada00.htm 

7 現況②「水性動植物の生息環境が失い」の「失い」を「劣悪化」にした 方が良いと考えられる。 

https://www.town.yaese.lg.jp/docs/2014031200115/files/02_s-k-s-11kaigiroku.pdf 

8 携帯電話上の写真を管理するのは、そう簡単ではありません。誤削除及び他の原因で写真の失いを引き起こす可能性がありま

す。 

http://queshouzhe.blog-rpg.com/Page/6/ 

9 「この土地に根付いた大切な伝統の消滅は、地域の祭り、しいてはまちの活気の失いを意味するものだと危機感を抱いた」と

言われます。 

http://www.oita-shoku.jp/shoku.php?shoku=3&no=18 

10 

 

このセットは、飛行中に肌の潤いの失いを守って、ストレスを解消するため、 上選されています。長栄航空でハーンの商品と

快適な旅をお楽しみください。 

http://www.imgrum.org/user/harnnofficial/391761293/487290236348676155_391761293 

11 

 

（肌の老化速度を弱め、ハリや潤いの失いを阻止し、美白効果が期待できる） 

http://www.cosme.net/product/product_id/10093730/review/505367630 

12 

 

最近では手の甲にもヒアルロン酸を注入して年齢によるハリの失いをカバーする人もいるほど。 

http://www.luvnail.com/handcare_glove.html 

13 

 

この iPhone 4S ソフトウェアにより、ユーザーは iPhone 4S SMS と連絡先をコンピュータにバックアップして、重要な連絡

先情報とメッセージの失いを避けることができます。 

http://www.aiseesoft.jp/iphone-4s-software-pack/ 

14 

 

 あなたは携帯電話に保存されている連絡先が様々な理由で失いやすいことを知っているから、あなたの Motorola Droid Razr、 

Motorola Atrix、または他のデバイスでの大切な連絡先の失いを防ぐために、あなたは、SIMにすべての連絡先を保存するかも

しれません。 

http://www.istonsoft.jp/mobile-phone/recover-deleted-contacts-from-motorola.html 

15 

 

エイジング A波こと紫外線 A波から防いで肌弾力の失いを防ぐ 4つの+紫外線 B波から赤み、炎症、肌を黒く日やけるのを防ぐ

のが高い SPF50+ 

http://ameblo.jp/olive0915/entry-12260201304.html 

16 一般的に「マンネリ」は、日常的に起こりうる出来事において、技法や形式を繰り返し使用することで引き起こす、独創性や

新鮮さの失いを指します。 

http://www.minden.jp/clover/couple_kentaiki/ 

17 固いスプリング（縮める際に力がいる）は機能の失いを軽減させられる効果があったりしますか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1176099851 

18 もう二度と見たくはない！あんな信頼の失いを！ 

http://next884mat.at.webry.info/200608/article_8.html 

19 

 

古い携帯から新しい携帯に機種変更する時に、データの失いを心配していますか？ご心配なく、Coolmuster Mobile Transfer 

for Macがあれば、無事に Androidから iPhone、Androidから Symbian、iPhoneから Androidなど、二つの携帯電話の間で連絡

先、ビデオ、音楽、アプリなどの重要なデータを選択的に移行することができます。  

http://jbbs.shitaraba.net/computer/44229/ 

20 

 

ラジオの間で無線データ送信と受信でき、データの失いを心配することがない。 

http://www.surehobby.com/ja-walkera-devo-f12-fpv-12-5-8ghz-p236719.htm 

21 

 

息子イエスを失う痛み。(これは、磔の時ではなく、エルサレムに参拝した帰り道、まだ子どものイエスとはぐれてしまう「イ

エスの行方不明」の時の「失い」を意味する。 

http://culturamexicana.seesaa.net/category/6939036-1.html 

22 ファスナーの構造はちゃんとコインの失いを防げます 

http://ndsshop.jugem.jp/?cid=12 
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23 

 

ブレストサクセスクリームは口コミでも大変評判が良い商品です。産後や加齢に伴うバストの下垂やハリの失いを改善してく

れるのです。 

http://xn--cck2b5as2b7b2410b4n3f702a.net/cream/ 

24 

 

肌のたるみまでは感じなくてもハリの失いを感じる 30 代の私には毛穴と同じく改善したい悩み。  

http://www.medical-beauty.jp/titan-taiken.html 

25 上司に対して思うこと 

「小さな信用の失いが命取りになる」っていうこと。 

言われたことをちゃんとやらない。 

http://ameblo.jp/chuotoshiya/entry-12021840119.html 

26 

 

実際には、データの失いとバックアップの不便さを考慮したら、それがダメです。 

http://www.disk-partition.com/jp/res/partition-magic-windows-2008-free-download.html 

27 オーバル（楕円形のもので原石の失いが少ないカット） 

http://www.wp-

jewely.com/kaitori/%E5%AE%9D%E7%9F%B3%E3%81%AE%E8%BC%9D%E3%81%8D%E3%80%81%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E3

%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E5%AD%A6%E3%81%B3%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86/ 

28 

 

ボールの失い?が全体のテンポ感の悪さに出てたから、  

もう少しタイトにポ ジショニングを修正してフィニッシュに繋げたいね！ 

http://fox.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1407418557/ 

29 その戦いへ向けて古沢監督は「あとは攻撃の仕掛けのところの失いが一番リズムを失うところなので改善

したいですね。  

http://web.gekisaka.jp/news/detail/?199324-199324-fl 

30  品質の失いがなくて直接 Android携帯電話から削除されたか、失った SMSメッセージと連絡先を回復する。 

http://campaign-site.net/batman_bbs/ 

31 こちらでは, MKV形式へ変換するのをオススメします.ブルーレイディスクを MKV形式へ変換すると,あらゆるビデオ/オーディ

オ/字幕トラックをシングル MKVコンテナファイルに保存できます,品質の失いが殆ど無いです.  

https://www.winxdvd.com/blog/blu-ray-software-jp.htm 

32 ペースは崩れないでいたがややスタミナを削られる。その余裕の失いが雲が張り込めて先が見えない道中と相まって、かえっ

て先を急ぐ気持ちに傾く。 

https://www.yamakei-online.com/cl_record/detail.php?id=65934 

33 月日は流れ、僕は度々自分の聴力の失いを感じた。 

部活引退、大学合格、希望の会社に合格、そして入社。 

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=6585598 

34  品質の失いがなくて直接 Android携帯電話から削除されたか、失った SMSメッセージと連絡先を回復する。 

http://www.coolmuster.jp/android-sms-contacts-recovery/ 

35 そして最後は最近お通じの悪さと、髪の毛のキューティクルの失いが気になり始めた天神橋新聞にはもってこいの、、、「便秘・

髪質対策ジュース」！！ 

http://tenjinbashishinbun.com/juice-stand-pedelu.html/ 

36 

 

2種静止画解像度に 1200万画素、デジタルカメラとしても最適！停電保護機能があり、突然停電でフアイルの失いが不可

能！ 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%83%ABHD%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3-

1080P%E7%94%BB%E8%B3%AA-%E5%AE%8C%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%B0%B4-HDMI-TV%E5%8F%8C%E5%87%BA%E5%8A%9B/dp/B008AG1NLQ 

37 毎日青い茶をお飲みは血圧が安定し、体が爽快な気持ちをもって、眠りの失いがなくて、太いと癌と放射線の防止の効用であ

る。 

http://michinoku-explorer.cocolog-nifty.com/blog/cat40471253/index.html 

38 十分な光の元・同じ画角で撮影した時の画像データとしての解像度ではなく、人の目で見た解像感というのが、16Mより 12Mの

ほうが、ダイナミックレンジの失いが軽減され、黒潰れや白飛びを防ぎ、空をバックにした緑葉の輪郭などが空に溶け込まず

クッキリ写せる。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14069866/ 

39 台湾の失いの楽園 – 部族を挑戦して 

http://travel2local.com/?page_id=2842&lang=ja 

40 一瞬の気の失いの状況です。 

http://budoutou.webside.jp/ 

41 ニーチェが高らかに人々に言い聞かせた主（ぬし）の失いの言葉は、科学力によって人間を創造の主に転換させている事実、

脳の再生新薬開発を知りあらためて、世の中とは混沌の連続のように感じます。 

http://blog.goo.ne.jp/sinanodaimon/e/bd9532b46c69b67e3683701324b9aee2 

42 クラムシェル蓋、カバー、ボトルの口一緒に、キャップの失いの心配はありません 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%93%81-%E3%80%90%E3%83%8E%E3%8

3%BC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%93%81%E3%80%91%E5%AD%90%E4%BE%9B-%E6%90%BA%E5%B8%AF%E3%83%9C%E3%83%8

8%E3%83%AB-%E6%B5%81%E5%87%BA%E9%98%B2%E6%AD%A2-%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8D-%E3%82%B9%E3%83%88

%E3%83%AD%E3%83%BC-%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E5%85%A82%E8%89%B2

-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89/dp/B01KK10K4O%3Fpsc%3D1%26SubscriptionId%3DAKIAJE7KJRIFR

6MDUASA%26tag%3Dmyinternetlif-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB01KK10K4O? 

43 酸いも甘いも噛み分けた２人による２幕最初の「失いの教訓」は、しみじみと聴かせるデュエットだ。 
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http://www.asahi.com/showbiz/stage/spotlight/OSK201012060060.html 

44 失いのドラミングがカッコ良い。 

RENAさんの失いの指弾きを見なきゃ！と思ってたらヘドバンタイムの所だったことに気付く（あ、と思った時には終わった。

爆）多分 HATE途中？ベースの音無かった気がしてあれ？って（笑）コードが抜けたとかかな？ 

http://ameblo.jp/silentjealousy5555/entry-12004595313.html 

45 ウチの経験で言うとハイエースのリレーレスは 

3台中 3台で後日に不灯でした（笑い） 

安物買いの失いの格言通りですね 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11144173881 

46 解離性障害の記憶の失いの時の談話を聴きたい時には、貴方が診察室を出されて、恋人が呼ばれるケースは有ります。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13159920248 

47 予兆は一瞬のふらつきや気の失いの経験があれば前触れの可能性がある。 

https://matome.naver.jp/odai/2139960372883843701/2139966848326557003 

48 そのように、本の大嘗祭の性格の失いのプロセスはこのようになった。 

https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/3/39305/20160323113051871517/ReportJTP_1991_67.pdf 

49 目に見えない何かの失いに初めて気付いて ピリオドはまだ打たない僕の我儘 

http://ameblo.jp/thegazette-sadie-screw/ 

50 このリーマン・ショックによる富の失いに、子供たちは大学にやれないとか、使用人のお陰で女磨きに力をかけていた 40歳の

ママは、たちまち部屋を散らかしたままの状態や飼っていたトカゲの栄養失調による死に、右往左往してしまう。 

http://ruiico.livejournal.com/2040421.html 

51  宗教局はエンタニェン寺院の仏像の失いに反応を出さないで、先に出来事を知るよう 

http://www.cisinc.co.jp/cgi-bin/database.cgi?&=&SHAKAI=1&DATEBEGIN=&DATEEND=&FF=767 

52 仲間の失いに苦しく、周りからも避難を受ける桂さんが「弱音を吐ける場所」が七緒ちゃんで、とても嬉しく感じました。時

には七緒ちゃんに非情だと思うか？と安心したくて問いかけながら、同意を求めながら。 

http://lllisr.blog.fc2.com/blog-entry-59.html 

53 

 

不用意なボールの失いから失点もあり、課題が出たのはチームとして収穫ですね。 

https://www.facebook.com/FEGAFUTSAL/posts/760569470769550:0 

54 

 

夢や気の失いから異世界に行った系はそこらが肝になる事が多かったので。 

https://twitter.com/yndrmnhr/status/648945985033404420 

55 

 

しかし、自分達のボールの失いから FWの選手に確実にシュートを決められてしまいます。 

1本目 1対 2、2本目 1対 3、3本目 0対 1。 

http://mitsuikaigaiensei.blog.fc2.com/blog-entry-32.html 

56 

 

やっぱり綺麗な肌の方はメイクの失いからでもキメが細かいんですか？ 

後、ファンデを塗ると、毛穴に入り込みますが…綺麗なお肌だとメイクも毛穴に入らないのですか？ 

http://megu-beauty.jugem.jp/?eid=434 

57 

 

仕事の失いから結婚に走る様子も原作にはあるので今後の展開に影響あるのでは？と不安になりました。 

http://manganogensakudoramakaeigaka.com/2017/01/19/%E5%8E%9F%E4%BD%9C%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%81%8C%E3%81%

A4%E3%81%B6%E3%82%84%E3%81%8F%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%80%8E%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%83%AC%E

3%83%90%E5%A8%98%E3%80%8F1/ 

58 長男の興起には厳重注意だけで済めたが明らかに家族ぐるみで反則行為をそそのかすようになり、史郎は二度の処分を受けて

るにも関わらずレフリーに暴言は吐くわ、興起は大毅に｢肘でもいいから内藤の眼を！｣などを間に受けてしてるわ最終ラウン

ドには冷静さの失いから三度も減点 m(_ _)mいかに若いとは言え、プロになるには早すぎるぐらいやね m(_ _)m 

http://blog.livedoor.jp/akira707line/archives/2007-10.html?p=2 

59 正直Ａｕの変りなせお得でっせ攻勢でがっつりうんざりしてたので、 

似た話と気づいた途端の急速な興味の失いから来る無表情への 

誘惑に耐えるべく表情筋を全力愛想笑いモードに移行したため、 

そういえば今はまぶたの痙攣は気になりません。 

http://daykey.blog74.fc2.com/category12-1.html 

60 「失う」ことは、悲しいことです。 

人々の心に響き続ける曲は、ピアニストたちの「失い」から生まれたもの。 

http://kimono55usubeniaoi.blog.fc2.com/?date=201305 

61 個人技が強い印象もあったが、一人離れただけで支柱の失いから、不安定な面が出ていた点は、組織的な緻密さが、ブラジル

には無いと思わせる内容として思いましたね。 

http://archive.fo/H5i0c#selection-3825.1-3825.78 

62 多くの凶星、吉星に囲まれているのは虎年生まれの人今年の特徴です。『羊刃』、『暴敗』、『亡神』があるため、健康から財物の

失いまで影響されます。 

http://7chord.com/blog/other-246/ 

63 毎晩、残り秒が消させる。使ったない秒は投資の失いだ。 

http://lang-8.com/313941/journals/281560616619949569998623074281721161291 

64 お互いやってる事がクソすぎたから当たり前だけど他の彼氏持ちとは比べられないくらいの失いだね。当たり前だけど 

http://blog.crooz.jp/ototkkk/ShowArticle/?no=554 

65 箱を買うのは金の失いだよ 

http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1477531924/ 
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66 早起きの三文の失いだぞ～  

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/okiraku/1364340405/l50 

67 中澤までもかよ。がっかりやな。 元はといえば、フロントの信頼性の失いだよ。 

http://i.z-z.jp/kl.cgi/h178fm/4877/ 

68 出動にさいしてのタイミングの失いで失敗した。迅速に現地へいって情報を入れた。 

http://www.rcv.or.jp/4b9811/4b9811.htm 

69 別れなどありません、一時的な記憶の失いでしょう。 

http://ameblo.jp/yukio0966/entry-11865216834.html 

70 しかもお持ちのスマートフォンと何ら変わりも無い為今より高額な料金支払いになるかも知れない、あなたのデータ量を節約

へと道案内しているのが通信フリーにてやりたい放題使わせていただいているフレッツ光、わざわざ通信フリーなのに解約す

る人などどこ探しても居ないような冷静さの失いで呆れます。 

https://wifi.yahoo.co.jp/oshiete-wifi/detail/11156031871 

71 授乳や年齢による下垂や胸元の張りの失いで、ワイヤー無しのブラには不安あり ずっと避けていました。 

http://www2.orbis.co.jp/reviews/pc_index/3101050/00/page:3/smallcategoryid:3101050/ssmallcategoryid:00/sort:Revi

ew.saatisfaction/direction:desc 

72 無常観って一種の不安、不信、帰属感の失いであるだろうか？ 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9650180.html 

73 細胞質のグルタチオンとビタミン Cの含有水準を上げられ、それらの失いで起こす毒性を阻害できる。 

http://www.ekouhou.net/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%A9%E3%82%A

4%E3%83%89%E8%AA%98%E5%B0%8E%E4%BD%93%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%8C%BB%E8%96%AC%E7%94%A8%E9%80%94/di

sp-A,2010-535720.html 

74 その他にも、心不全の初期症状の可能性がある横になるより座っている方が楽な状態、息苦しさ、胸の痛み、完全房室ブロッ

クの初期症状の可能性がある気の失いやめまい、高度除脈の初期症状の可能性がある息切れ、めまい、脈が飛ぶ、洞不全症候

群の初期症状の可能性がある胸の痛みやめまい、息切れや脈が遅くなるなどにも注意が必要です。 

http://www.siriusmc.com/product-1129 

75  例えば、環境破壊や文化の失いや治安に対する脅迫などが挙げられる。 

http://www.lang-8.com/62301/journals/602878 

76 人間は沢山の失いや別れや失敗から全ての学びがあり成長すると感じます  

http://sukkiri.area9.jp/archives/200906.html?p=2 

77 この方法を学ぶなら、iPhone データの失いやコンピューター操作システムのクラッシュを心配する必要はありません。 

http://www.coolmuster.jp/idevice-tips/how-to-backup-iphone-data-to-external-hard-drive.html 

78 

 

眼から脳に情報を送る形から、膨大な量に眼が焼き切れてしまったのか、色の失いや視力が悪化と異常が生じ、果てには視力

が無くなり―――失明者が続出した」 

http://ncode.syosetu.com/n0050ck/11/ 

79 かしある日の舞台稽古中、急激な血圧低下により意識の失いや頭痛、嘔吐などの症状を引き起こすアナフィラキシーショック

により、2013年 2月 12日に先日まで入院しており生死の境をさまよい、一時は危険な状態にあったことを、後の自身のツイッ

ターで告白しました。 

http://renote.jp/articles/7830/page/17 

80 買った者もやがて慣れ、その時、不自由殿アップや利便性の失いやひまつぶしの価値として低くなる。  

http://echo.2ch.net/test/read.cgi/av/1464836042/2-n 

81 女 性は三 十歳を 超える と、老 ける危 機に臨 む。気に なる シワな ど、表情 を変化 する たびに 見えて くる

う え、シ ミ 、黒 ず み、 ハリの 失 いな ど 、肌の衰 えが次々 と現れ てくる 。   

http://www.michelson-biotech.com.tw/japanese/e-products_p2.html 

82 

 

イギリスの研究では、鼻持ちならない臭い屁はガンゃ中風や心臟病ゃ記憶の失いなどの発生率の減少に効き目があります。な

ぜ... 

http://www.lang-8.com/810835 

83 しかし、樹脂、例えばエポキシ樹脂やポリウレタン、ポリ塩化ビニルは、長期間太陽光に晒されると黄変、分解、粘着性や密

封性の失いなどが発生します。 

https://jp.everlight-

uva.com/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/adhesive-

sealant/automotive-materials 

84 設備の電子部品をいんさつしてトップマネジメントの電気用品の部品のは足を熔接して緩むしコ-ルドはんだ接続、糸屑が現わ

れるし時抜ける時それはいると電子の路線あるいはトップマネジメントの路線は故障が起こりやすいですいつも機械のアンス

レッディングまたはコントロ-ルの失いなどを引き起こして，ひどい時シリ-ズの故障を招来してつづけて起ころうとする，電

気用品、電子部品などを損傷します。 

http://printingai.com/?action-viewnews-itemid-29474 

85 アルツハイマー病（Alzheimers disease：AD）は, 老年神経系統の退行性疾患（Degenerative Disease）の一種であり, その

神経薬理学の特徴が脳中の神経元線維変化（Neurofibrillary Tangles：NFTs）, 老人斑の出現, 神経元とシナプス（Synapse）

の失いなど．老人斑の主な成分はアミロイド β 蛋白（Amyloid beta-protein：Aβ）で, アミロイド β 蛋白の前駆体蛋白

（Amyloid Precursor Protein：APP）の分裂による生じた毒性蛋白である．Aβは多種のルートを通して, 神経元に毒性作用を

生成でき, AD発病機能の中に重要な役目を果たしている． 

http://kanka-

net.com/contents/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%AB%E3%81%AEpc12%E7%B4%B0%E8%83%9E%E6%90%8D%E5%82%B7%E3%81%AB%E5%AF%BE%
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E3%81%99%E3%82%8B%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E4%BD%9C%E7%94%A8/ 

86 界面の厚さ、密度分布、界面を渡って圧力と界面応力の釣り合い、界面内部に存在する擬似流速、ガリレー不変性の失いなど

内容を含む界面ダイナミクスの詳細こついての調べは第五章で記述される。 

http://gazo.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/gakui/cgi-bin/gazo.cgi?no=115684 

87 ミやシワや肌のハリの失いなどの美容改善予防 

アトピー、無気力などの心のケア 

ダイエットで代謝をより高めてくれるよ！ 

http://www.dclog.jp/en/8484252/568759984/11042140 

88 

 

町の腐败•陥りや爱情の失いなどは「BABYLON」の後ろの３巻の歌词に书いた星矢郎と昴流の対话また BABYLON の绍介およびは

じめのところの「东京が嫌い？」などに现れる。  

http://desktop2ch.net/min/1173879222/ 

89 ｋの目には屈辱的な扱いや自信の失い等で怒りが宿っていて今にも殺そうと隙を伺う高橋に襲い掛かった 

http://maplestory.nexon.co.jp/community/bbs/view.asp?sn=789061 

90 皆様。出来るだけ本は書店で是非ともお買い求めになって下さい＾＾；  私みたいに出版社とかかわりのあるグル

ープ企業に勤めている人間にとっては、書店の廃業や取引先の失い等は大きいです＾＾； 

http://news.mixi.jp/list_quote.pl?sort=feedback_count&type=voice&news_id=4223235 

91 誰だって、彼女・彼氏共に秘密事を知りたいと思うのは一緒であって、知れば知ったで、ひがみ・怒り・絶望・信用の失い等

があり喧嘩する度に過去をほじくり返し面倒になりますよ。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?page=39&qid=1152437556 

92 熱中症の一瞬の感覚に注意しよう。 ふゎー、ぼぁー、あれっ、うっ、さー、など一瞬の「気の失い」の瞬間です。 その一瞬

の気の失いは倒れたりしたら大きな事故になります。 

http://budoutou.webside.jp/ 

93 でも、効率を高めるのため、伝統文化の失いはだんだんひどくになっています。 

http://lang-8.com/20555/journals/117299 

94 

 

サッカー面では、今月とりかかっている「ターン」の部分は要所要所少しずつ出てき、その場でのボールの失いはだいぶ減っ

てきました。 

http://renofa-sportsclub.com/archives/79/ 

95 

 

工作も創作だろうし、いやただ消えてもう見えなくなってしまうことの失いはどれほどの遺産があっても私には大きすぎるの

です。 

http://anond.hatelabo.jp/20080607205835 

96 そして動作主体の個別性の失いは、使役主体の文法的な性質をかえていく。 

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/143769/1/ybunr00511.pdf 

97 でも本当の失いは嫌ですもん、心を強くするための口実なのか、 

関係ありませんがトイ・ストーリーでも玩具を捨てようとするガキだって見殺しに見えてきました。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12164111547 

98 とえ高くてもレッツしか買わない  

今まで５台は使ってきたけど、どれも現役 安物買いの失いは貧乏人の性だなｗ  

http://hayabusa8.2ch.net/test/read.cgi/news/1481291628/506-n 

99 

 

信用の失いはとても怖いものだと痛感しました… 

https://twitter.com/sapupuru0412 

100 最近、データの失いは珍しい問題ではありませんから、多くの iPhoneメモ復元ソフトがリリースされてインターネットで探せ

ます。 

http://www.coolmuster.jp/idevice-tips/iphone-note-recovery.html 

101 

 

こんにちは！カシージャス様 

オランダ戦でのやる気の失いは残念ですが、 

やはり貴方は素晴らしいキーパーだと思います。 

http://ch.nicovideo.jp/goto-hirohito/blomaga/ar562720 

102 この筋肉不足によるハリの失いは、顔だけではなく身体の各部で起きるポピュラーなたるみのメカニズムです。 

http://blog.livedoor.jp/fruu8fdgs/archives/28658755.html 

103 

 

だからあなたの失いは、失いであるように思っているけど、本当は彼女を失った空虚感ではなくて、あなた自身のまぼろしが

失われただけだという事に目覚めたその時、あなたはもう、何も失われていなかったという真実に目覚め、その瞬間から、喪

失感というマボロシさえも見破ることができて、真実の強さを手にするだろう。  

https://hasunoha.jp/questions/10596 

104 ここに若武者特有の「功に焦る事による冷静さの失い」は、重成には感じられない。 

http://www.interq.or.jp/saturn/mugenten/rekisi/busyouroku/kimura.html 

105 実際に、我々が人騒がせではなく、あなたはスマートフォンを使用したことがある場合、データの失いはどんなに簡単かを知

ります。 

http://www.istonsoft.jp/mobile-phone/transfer-contacts-from-motorola-to-computer.html 

106 

 

医療カテ主体のコーヒー飲むの大好きオジサンです。 

恐らく大丈夫だと思います。１／４位の葉の失いはＯＫ。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9020938.html 

107 外資企業の“失い”は中国企業の“得”になるかもしれない、一部の中国企業は外資企業から有能な地元人材を奪い取る事を

狙っています。 
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http://tokkin-web.at.webry.info/201410/index.html 

108 君枝の気の失いはオーバーだよ～って一瞬思ったけど  

相手がさくらなら私も同じになるわと思った  

http://girlschannel.net/topics/1088768/ 

109 やっぱり凡ミスするよね。  

10点の失いはデカすぎるし本番はミス 0で完全燃焼しよう… 

http://maguro.2ch.sc/test/read.cgi/doctor/1448028910/l50 

110 一番の失いはネット上で自分が有名になってしまったことやろな 

http://pachisulo-

2ch.ldblog.jp/archives/%E3%80%90%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E3%80%91%E5%A4%A7%E9%98%AA%E3%83%99%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%A

A%E8%82%89%E6%AC%B2%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%A9%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%91%E3%83%81%E3%82%B9%E3%83%AD%E8%A8%AD%E5

%AE%9A%E6%BC%8F%E6%B4%A9%E4%BA%8B%E4%BB%B6+%E2%98%856%E9%80%A3.html 

111 こうやって見てくると韓国に対する不信が一番の原因である事がわかる。国家、大統領、司法を使用できない、となると何を

信じて取引すれば良いのかとなる。国際取引は信用が基本であるが、韓国はその信用が失いのだ。 

http://nipponkaiginihairoo.blog86.fc2.com/blog-entry-211.html 

112 信頼を得るのはとても大変ですが失いのはとても簡単です 

面接だけであなたをもう１度信用する・・・というのは無いと思います 

http://qa.itmedia.co.jp/qa8417290.html 

113 他の新人がしても怒らないミスを私がすると、いきなり物を投げつけてきたり、怒鳴ったり、毎日ゲンコツで殴りました。 

また、鍵が失いのを私のせいにし、結局、鍵が見つかっても謝罪なし。 

http://seishinkougaku.com/meisou/vipassana-meiso-seikaku-html.html 

114 最後に看板犬？のシベリアンハスキーちゃんの右前足が失いのは気の毒でした。 

https://www.tocoo.jp/detail/comment/1003601/stay/6/20 

115 例え円くても切れ味が鋭けりゃそれでいい 

棘のある事に拘ってるワケじゃないけど 

毒が失いのはつまらない世界は 

平和と愛に包まれる事を望むけど 

悪があっての平和だろ？ 

http://s.webry.info/sp/57970071.at.webry.info/200705/article_4.html 

116 俺の恋人としてはパーフェクトな回答だが、記憶が失いのに俺との絆の強さを披露された樋口の苛立ちは、相当なものだった

ろう。 

http://www.geocities.jp/kimagure_c_love/promise/promise52.html 

117 自分の幻を見抜いてください。自分の幻が自分を一番失わせている事が分ればあなたはその失恋が失いにはなりません。心か

ら失いが無くなれば、あなたは何も損なわれる事はありません。 

https://hasunoha.jp/questions/2744 

118 お前もまた、それさえ充分ならば、この問題を解決できるはずなのだ。お前はこうして脱力しているが、踵が失いからといっ

てなんだ、お前はそれだけで崩れてしまうような人間なのか。 

http://ncode.syosetu.com/n4118di/4/ 

119 記憶が失いからどうだって？……目の前に、オレの目の前で、ナルトはこうして生きてる……それだけで、充分だろ…… 

http://www.geocities.co.jp/Playtown-Domino/8032/novel02-22.html 

120 ゴメン！ご免!! 

お鼻が失いから豚さんになっちゃったのね。プッ (￣m￣*）  

http://mainokoya.blog96.fc2.com/blog-entry-319.html 

121  三世代で暮らす家が少なくなったのも原因でしょうが、高齢者と若年世代の交流の場が失いからでしょう。 

http://www.ginga-shonan.net/15oihenojosyou.htm 

122 ヒトは失いで知ることが多い。だけど もう、失うという言葉や概念自体が、私は傲慢なんじゃないかと思うけどね。 

http://blog.livedoor.jp/ajellaajella6969/?p=6 

123 個人的な見解ではあるが、おそらく大多数のクルド人もその土地、その場所でただ単に生まれ育ち、日々の生活に追われ、自

分がクルド人で自分には“国が失い”などと意識して生活をしているのではないか思う。」 

http://blog.goo.ne.jp/metrogallery/m/201006 

124 システムで認識不可、サーボ情報が失い等 

http://www.cbltech.co.jp/faq.html 

125 貴方は他のもの同様に興味が失い等と仰るのでしょう。 

http://melma.com/backnumber_33639_2080513/ 

126 人間が失いはしないかと恐れているもの、たとえば富や名誉、または罰を恐れる外なる拘束物であります。 

http://newchurch-jp.com/sermon/sermon_20141109/ 

127 黄色い財布で、金は貯まらんかったが、失いはしなかったのだ 

 良い一年になりそうだ！ 

https://blogs.yahoo.co.jp/totoro_ponyo_ghibli/9944488.html 

128 また他人が出世すれば、権力や寵愛や栄誉や名声を自分が失いはすまいかと恐れる者がいる、それが心配で他人の不幸を愛す

るようになる。 

http://furitani.blog.so-net.ne.jp/2009-01-20 

129 まったく同じ考えです。結局はノーマルが一番です。 
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今までゲイの世界にいましたが、失いはしても、得るものは何一つなかったです。。 

これからの人生後悔しないように生きましょう。 

http://www19.mensnet.jp/worry/index.php?mode=nodes&id=76576 

130 幻想の中に"失い"を見、自ら"切除された"力 

http://www.asyura2.com/12/idletalk40/msg/392.html 

131 不在のモノに失いのモノ。 

捕われのモノ。 

そんなわけで昼休みは情緒不安定さをおさえる事ができなかった。 

http://astnastn.exblog.jp/i7/37/ 

132 「私」は「愛の苦しみ」を、「ここ(hier)」で は「喜んで失おう(verlier)」と詠っているが、両語が韻を踏んでいることから

もわかるよう に、その「ここ」とはすなわち「失い」の場所であり、ある種のウトピー(Utopie)である。 

http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/bitstream/2261/57575/1/A29975.pdf 

133 ですので、「キング殿」。ここで眠っていて下され。 

あなたを「親方様」と同様に失い等ございませんから。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12128848192 

134 でも、誰かとつながりたいという願いを完全に失いはしなかった。 

https://books.google.co.jp/books?id=QTAMDAAAQBAJ&pg=PT85&lpg=PT85&dq=%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%81%AB%E5%A4%B1%E3%81%

84%E3%81%AF%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82&source=bl&ots=bEPTcd3UL2&sig=uWeQQ4t6qLAFeywCB

7KzrhkmnHE&hl=vi&sa=X&ved=0ahUKEwjq04mIobLZAhUEfrwKHeNlAvIQ6AEIJzAA#v=onepage&q=%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%81%AB%E5%A

4%B1%E3%81%84%E3%81%AF%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82&f=false 

135 キールは正気を完全に失いはしなかった。 

https://books.google.co.jp/books?id=xGIKDAAAQBAJ&pg=PT63&dq=%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AF%E6%AD%A3%E6%B0%

97%E3%82%92%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%81%AB%E5%A4%B1%E3%81%84%E3%81%AF%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E

3%80%82&hl=vi&sa=X&ved=0ahUKEwj-

2rqWobLZAhUIvLwKHfSkA30Q6AEIJzAA#v=onepage&q=%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AF%E6%AD%A3%E6%B0%97%E3%82%92%E5%

AE%8C%E5%85%A8%E3%81%AB%E5%A4%B1%E3%81%84%E3%81%AF%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82&f=false 

136 世界は色彩を完全に失いはしなかったが、現実ならざる光沢を帯びていた。 

http://ja.scp-wiki.net/hava 

137 絶対に失いはしない 

http://estar.jp/_novel_view?w=18627776 

138 ヘレステスト 4 日目にフェラーリのマシンに初めて乗ったデ・ラ・ロサは、午前中のギヤボックストラブルによって走行時間

を大幅に失いはしたものの、有意義な作業ができたと語っている。 

http://archive.as-web.jp/news/info.php?c_id=06&no=46398 

139 見えない地図に彷徨いながら  

必死になって手探ってきた  

闇に飲まれるたびに  

失いは止まらない  

見上げる景色さえ諦めるには早すぎる  

全てを尽くしきるならば 

https://www5.atwiki.jp/hmiku/pages/21775.html 

140 「難しい」からってなんでも諦めるな、難しい夢ほど簡単に失いはしない。今まで色々耐えてきた理由を覚えておくと良い。 

https://twitter.com/pachopacho59 

141 対象と同じ体積のヴィジョンを、一時的に失いはするが、 

 その間、対象は『金』と同じ性質を得られる。 

http://goldenrectangle.cswiki.jp/index.php?cmd=edit&page=%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%BB%E3%82%B0%

E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%94%E3%83%87%E3%80%8E%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%8

2%B2%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%80%8F 

142 間違いや失敗については、放蕩息子の例を覚えておくべきです。彼は、相続権も相続財産も失いましたが、父親のテーブルに

おいて息子としての場所を完全に失いはしませんでした。同様に、主はご自身の子どもを失うことはありません。 

https://anchor.tfionline.com/ja/post/revolutionary-new-life_ja/ 

143 「ええ。だから君に知ってほしかった。太陽は、負けないんですよ」  

たとえ大半を闇に覆われても、光を完全に失いはしない。  

それは厳しい状況に置かれても、いつだって一際輝いていた彼のよう。  

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=1078208 

144 

 

私たちは意味のある出来事を覚えたときには、それをそう簡単に失いはしないということがよくわかる。  

https://books.google.co.jp/books?id=dfh7o3Yjb5YC&pg=PT46&lpg=PT46&dq=%E2%80%9D%E5%A4%B1%E3%81%84%E3%81%AF%E3%81%

97%E3%81%AA%E3%81%84%E2%80%9D&source=bl&ots=7JzsssutkY&sig=1pZs6C6SFrT2zhKap3q03eQPduo&hl=vi&sa=X&ved=0ahUKEwiT-

5CjorLZAhXGwbwKHbuWANIQ6AEIRTAG#v=onepage&q=%E2%80%9D%E5%A4%B1%E3%81%84%E3%81%AF%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E2%8

0%9D&f=false 

145 「これから試合が始まったら、羽生は地震のせいで成績が落ちた、なんてことにはしたくない。もちろん自分が被災者の代表

であることの誇りは絶対に失いはしないけれど」 

http://www.sankei.com/sports/news/140201/spo1402010057-n3.html 

146 絶対に失いはしない だから今日から自分探しの旅に出よう 



- 110 - 

http://iss.jaxa.jp/utiliz/renshi/school/kotoura_12.pdf 

147 なんにもしなくても、ただ、朝になればおはよう、夜になればおやすみ、そういうことを続けるだけで、そう簡単に失いはし

ないこと。 

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=3790874 

148 これは 2015年まで受け入れのコーディネートが続き、わたしは残念ながら参加する機会を永遠に失いはしたものの、ほんとう

に多くの人たちが関わってくれたいわば「善」の事業。 

http://maruyamabase.hatenablog.jp/entry/2016/03/25/104323 

149 力を失い、光をも完全に失いはしたが、過去の自分の選 

択を後悔したことは無い。 

http://yorunomukougawa.seesaa.net/article/362971329.html 

150 もっともその点ならこの時代、大官の中でも例は必ずしも少なくはない。たとえば日露役の軍司令官達は維新のころ武士とし

て世に存在し、その後も武士的な自己規律をさほどに失いはしなかった。 

http://www.shigin.com/hiroaki/tora-dokusyo/100/p-06.htm 

151 ファイターズは去年の勢いを完全に失いはしないだろうし、西武は底力が違いますからねぇ。 

http://sp.plus-blog.sportsnavi.com/knuckleballer/article/1?article_page=1 

152 哀しみも苦しみも ここには失いから 笑ってごらん 

http://d.hatena.ne.jp/rune_55+miyumiyumoyumiyu/20130319/1363643603 

153 利害の無い人間に出会うことです。  

あなあの中で、これから先、失いの生まれない人間関係、人生を持つことです。  

その為には、心のありかたをかえる。  

https://hasunoha.jp/questions/2160 

154 握りしめた手の中で時の積み重ねが砕ける。抗いようのない時代の流れの中で友を、王を永遠に失いはしても、瞼の裏に在る

あの日の陽射しは、いつまでも自分の居場所であるだろう。 

http://paraph.blog55.fc2.com/blog-entry-641.html 

155 何となく微かな感じのするかけがえのない友だちを、過去に失いはしたけど、彼はその存在の痕跡をぎゅっと

逃さずに自分の手に、あるいは心に捕え、現実に保つことが出来た。  

http://samuwithanumbrella.muragon.com/entry/84.html 

156 父も母も、幼い頃に失いはしたが。おのれには、家族とも呼べるこの村の住人たちがいる。ともに目的に向かって歩んでくれ

る、鬼道衆の面々もいる。 

http://s-e.sakura.ne.jp/majin/04.html 

157 絶対に失いはしない、もう大切なものを無くすことなどたくさんだ―。 

http://www.geocities.co.jp/AnimeComic-Ink/3557/siawasenohikari.htm 

158 気づきは失いから 

https://ameblo.jp/yukaringo5050/entry-12227071455.html 

159 便利さと安全ばかりに気が向きすぎて、その陰で大事な何かを永遠に失いはしないかと心配したりして… 

https://bookmeter.com/books/8275963 

160 「ナナリー、お前も俺が守るから。もう絶対に、失いはしない」 

「お兄様・・・・」 

http://arialira.parallel.jp/codess38.html 

161 ヴェネツィアは、ダルマツィアの沿岸や島々を一時的に失いはするが､外交と武力を駆使してその支配権を奪回する｡ 

http://koekisi.web.fc2.com/koekisi3/page010.html 

162  別にこれがないからって客を致命的に失いはしない。  別にこれがないからって客を致命的に失いはしない。  

http://kabuka-yosou.blog.jp/archives/1062631685.html 

163 皮膚は嫌なしわに遭遇する以外、恐ろしい皮膚が緩んでもいつでもあなたを探すでしょう、青春皮膚の深層流から失いを譲り

ます。 

https://plaza.rakuten.co.jp/ywzmhfir/diary/?PageId=2&ctgy=0 

164 またこの記述から、「失い」の元々の語源が「牛無い（ウシ・ナイ）」だった事が分かる。 

http://yoshi8410.blog.fc2.com/?m2=form&no=31 

165 留め金の部分が壊れていたのを直さないでいたからです。  

旅行から帰ってきてから失いのに気が付きました。  

http://marintiffany.blog130.fc2.com/blog-entry-327.html 

166 失ってから気づく大切なものを現代は失っているのではないだろうか。失いから失いは生まれてこない。 

http://ameblo.jp/jgatjg0/ 

167 手足の怪我と五機能まで失いの障害者では大きく違います。 

http://kyupisann.seesaa.net/archives/201609-1.html 

168 台湾を軍事力で制圧することはいつでも可能であるが、台湾の持つ経済的価値まで失いのはもったいない。 

http://kizuna-kobe.com/houkoku/kantou/2002/20020320kantou.htm 

169 「私たちはみんな“曖昧な失い”を経験しています。肉親との関係を、いつ失ったのかわからないのです」という言葉が深か

った。「喪失」でなく「失い」と言った。 

https://www.min-iren.gr.jp/?p=25223 

170 交通事故で、あんまりにも突然な失いを味わった人もいるし、対象に嫌われ、わざと仲間外れにされた人もいる。人生は思い

通りにはならない。 

http://lang-8.com/22082/journals/533665 
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171 あとある程度の年齢の人が経験から言ってる場合も、ちゃんと致命的な失いを避けれるだけの要領と態勢をしたたかに持った

上で、限度をわきまえた火遊びのスリルを楽しめている人の言葉です。 

https://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n390374 

172 ゆたかな失いの 

 失いの記憶のうちに 

 ひらききっていく 

 さいごの ひと襞まで 

http://www.interq.or.jp/mars/ippo/rain11/masaki.html 

173 日々の生活にじわりじわりとつきまとう様々な失いの不安があります。 

http://warabi-church.seesaa.net/article/303954884.html 

174 もぉ、あまり不要な失いには対面したく無いから 

http://ameblo.jp/null-0000/entry-10607681289.html 

175 そして、同じような失いからから３点目。。。。。。 

万事休す、と思いきやオフサイド。 

https://blogs.yahoo.co.jp/izuru509/39411619.html 

176 これでボールを変な失いからしたらカウンターの餌食だけど  

そこまで醜くはないのが幸い  

でも宇佐美いないと点取れる気配ないわ 

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/livefoot/1398491852/ 

177 

 

じゃあどの程度なら妥当な失いだと思うんだ？ 

当て「逃げ」って結構悪質だと思うんだけどさ 

ちなみに運転手怪我するほどの当て方 

http://waranote.livedoor.biz/archives/50210491.html 

178 

 

失点は取り返せないのでＤＦラインの方には切り替えてゲームを作っていけという話は投げかけていたが、取られたことによ

って前掛かりになってしまい攻撃に焦りが見えて不用意な失いでカウンターを受けるという風な回数がちょっと増えてしまっ

た。 

http://sports-toyo.com/news/detail/id/2194 

179 今年は色々な失いで日本はダメージ状態でしたが､來年は１月２２日の通常國會で外國人參政権&外國人住民基本法が成立する

前に小澤一郎･鳩山由紀夫内閣を倒さないといけませんね｡ 

http://ameblo.jp/a-trade-hide/entry-10423570510.html 

180 ヒロインが死んだりとか 

直接的な「失い」は無いんですが 

だんだんと 

大事な人を失っていってしまう悲しみが 

とても、見てて泣けてしまいます。 

http://miraiseikikyushu.blog.fc2.com/blog-date-201304.html 

181 しかも同様に考えて１の私的な失いは垂れ流して来て、しかも流動する無責任捏造創価学会池田大作名誉会長 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1326729743 

182 「阪神大震災の手記を書いたり、語ってきた人たちが、東日本大震災の際に津波の被害の大きさに言葉が出なくなった、語れ

なくなった」「根底には同じ思い、同じ感情というものがあるのではないか」「日常的な失いは誰にでもある、東京にもある」 

巡回展は神戸でも福島でも行い、今回の東京が 6回目。 

http://tweez.net/ochanavi/archive/3/ 

183 二十年前もそうだった。あの時は物質的な失いは多かったが、精神的なダメージは、然程無かった気がする。若さもあったの

だろう。 

https://ameblo.jp/51swing/theme-10009677562.html 

184 「人徳ですね」 

他に勝ってるいう心は、大きなる失いに成りますのや 

https://blogs.yahoo.co.jp/kennkocom/61076696.html 

185 何も変わらない日々がずっと繰り返されるように願っていた 

変われない僕と変わっていく君 

冷たい手を繋いだあの時 

眼を逸らしていた失いが瞳に映る 

http://ameblo.jp/direngrayuroboros/entry-11222743115.html 

186 距離が近くて熱かった。 声が身体に染みたわ。 気持ち良かった。 失いは単純に悔しかった…。 大切な所なのに。 

https://twitter.com/tbs_makoto/status/761539397636399104 

187 脱いや失いを防ぐバックルも付き､ストレッチを調節するジッパーも付き､風や雪の侵入を防げます 

https://www.amazon.co.jp/HYSENM-%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%8

4-%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0-

%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB/dp/B01N3M36MC 

188 そして、いつもそこから旅をして、その旅の途中で知ったものや出逢いや失いやいろんな事を経験して、またその『自分の場

所』に戻るんだ。 

http://blakiston-kasumi-note.blogspot.jp/2012/07/blog-post_24.html 

189 ババはいつも幸せでいなさいと言っておられますが、人生には苦しみや悲しみ別れや失いなどがつきものです。 
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http://blog.goo.ne.jp/saiponics/m/201504/5 

190 シンデレラという題材は、猶予期間や運命、愛や失いなど色々とよく使われていて、そこにちょっとしたファンタジー、幻想

的であるから好まれているようですね 

http://www.zhenqing.org/home.php?mod=space&uid=67813&do=blog&id=83854 

191 真の開眼条件は 

愛や悲しみ(の目撃や失い等)ですよ。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13103821078 

192 偶然の iPhoneからビデオの削除や失いは人をイライラさせます。でも、PhoneRescueでこんなことに困ることはなく、iPhone

から削除されたビデオを迅速に復元できます。 

https://www.imobie.jp/support/recover-deleted-videos-from-iphone-without-backup.htm 

193 人ってものは失いを知って初めて幸せに思うかもしれない 

http://tweez.net/reo_katayama/ 

194 白石「宿屋の主人のオサムさんも言ってたけど、この森は「失いの森」っていって、 

旅人が人それぞれだけど無事に抜ける代償として何かを失うかもって言われてる場所よ。 

195 得られないことや手放すことを学ぶとは「失い」に慣れよというのか・・・ 

なんとも砂を噛むような無味乾燥な悟りだが一理あるかもしれない 

http://blog.goo.ne.jp/kazecozoo36/e/15710a0689d578e6bc37c34f52d41d72 

 

  



- 113 - 

16．「奪い」に関する用例 

番号 用例 

１ この時はゴールががら空きなので一見簡単なシュートのように見えるが、 

普通、3年生同士のボールの奪いを離れたところにいる 2年生は立って見ているだけだ。 

http://yutanonikk.exblog.jp/18052986 

2 スーパーサブでゼ○オ戦は俊介と激しくボールの奪いをした 

http://www.geocities.jp/mittu1024/member2.html 

3 南が２ー０でリードする。 

南７番がいいボールの奪いをする。 

五日市南が３－０で勝利する。 

http://www.fre-spo.net/article.php?aid=38560&ao&e=on 

4 ヒデと俊輔と⚽ボールの奪いをしてるのを見てると不思議な感じ 

凄い思い出になったんでしょうね 

http://ameblo.jp/na55tu/theme-10057114883.html 

5 今回は 1年生からスタート。開始から前線より厳しく追うメンバー。相手とボールの奪いを繰り返す。 

http://www.inac-tamagawa.com/battle_u15/shd.cgi?df=200811&dd=9 

6  後半､中盤で激しいﾎﾞｰﾙの奪いを制したﾎﾝﾀﾞﾛｯｸは 9 分に MF 諏訪園のﾐﾄﾞﾙｼｭｰﾄが決まり先制した｡その後は攻守にわたり一

進一退の攻防が続いた｡ 

http://www.hondalock-sc.info/hlsc_blog/index.cgi?mode=individual&eid=538 

7 前線から強いプレッシャーをかけてくる向陽の勢いに押されながらも、DF 陣の踏ん張りでシュートまでは打たせない松蔭。

開始から激しいボールの奪いが続く緊張感のあるゲームとなった。 

http://shoinfc.r-cms.biz/gamesoccer_detail/id=107 

8 両チームとも一歩も引かない、ボールの奪いが続き、3-0で同志社が 3点リードで前半終了。 

http://www.lacrosse.gr.jp/topics_detail15/id=154 

9 中盤での奪いが続き、なかなかゴール付近まで入り込めない。攻め込むも決定的なチャンスは訪れない。  

http://kowadafc.jimdo.com/%E5%B0%8F%E5%92%8C%E7%94%B0news-2012/2012%E5%B9%B43%E6%9C%88/ 

10 そこで守備側がボールを囲み、ボールの奪いがまた始まる。確か前半はこんな感じでした。一進一退。五分と五分。見ていた

結構楽しめました。 

http://labola.jp/diary/350258 

11 それにしても、前半きたない相手８番のレイトファール、挑発などにきれずにアピールもせず耐えていた山梨、前半 30 分ボ

ールの奪いの中で交錯し上に乗られたまま相手わざと動かず,乗ったまま、スパイクのヒールで顔を蹴られついに切れ、報

復！！我慢して欲しかった。 

http://www.scenet.co.jp/0511.htm 

12 その後ばんばんが高い位置で奪いのショートカウンター。自ら決め 2-0。 

http://labola.jp/ukon/diary/73595001 

13 ゲームがはじまると、ボール際の奪いのようなゲームが続きます。 

http://trico.dtiblog.com/blog-date-20111226.html 

14 パワフルな寄せと奪いから運動量豊富に長駆攻撃参加。 

http://blog.goo.ne.jp/kyoemoon/m/201307 

15 中盤の奪いから 左のスペースへボールが出た  

一瞬 相川がオフサイドに見えた 

副審の旗は上がっていない。そのまま 前へ運ぶ。 

http://sakutaro2.fc2web.com/page026.html 

16 最初の方はうちもそうやけど、甲府のＤＦラインも「なんじゃ？」「これやった相当な打ち合いになるばい」という感じやっ

たけど、中盤の激しい奪いからお互い魂のこもった闘いになって、両チームとも自分達のサッカーば見つけるのに良い試合に

なった 

んやないやろか？ 

http://avie.web.fc2.com/08-04.html 

17 サッカーを経験したことがない子も必ずボールをける経験ができ、 

サッカーをならっている子はその奪いからのゲームを楽しむことができます。 

http://kakechino.exblog.jp/m2009-03-01/ 

18 後半１８分、フラム陣内中央でルーズボールの奪いから右サイドでボールを受けたレノンがペナルティーエリア右に入って

シュートを打つと、ブロックしたＤＦの足に当たりこぼれたボールをゴール前に詰めたデフォーが左足で押し込み、試合は２

－０でトッテナムが勝利。 

http://shinya-kim.seesaa.net/article/271661705.html 

19 堀井の泥臭いボールの奪いから、相川がポストプレイで落として清野が決める。 

それぞれの持ち味が出たコンビプレイですねー。わーいわーい 

http://consadole.s12.xrea.com/consa/kako/109/1090943967.html 

20 アメリカやロシアが終戦記念日を九月と言っているのは北方領土などの奪いを正当化するためですか 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1323158313 

21 平安時代に土地の奪いをしていた地方豪族達も、最有力貴族である藤原家の看板を掲げたら、生き残れるって考えた。  

http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/juku/1329690413/326 

22 目もあわせられんかもしれん。ここはそういう 見た目とか立場を無しに金の奪いを騙るスレなのだ 
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http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1324747729/498 

23 風二人の熾烈な土地の奪いを尻目に、めるさんが火の連鎖を増やしリードします。そして私は……またしてもクリーチャーが

出ない。 

http://blog.culdcept.net/josyua/201211290248 

24 ぴゅあ峰もあほ峰もおいしいよね！(^q^) 青黄黒の奪いをカメラに納めたい♪ 

https://twitter.com/uyukisioru/status/230494572009107457 

25 犬とボロ布の引っ張りっこすると喜びます。先祖の狼が仲間と肉の奪いをしていた記憶が残っているのでしょう。 

http://okwave.jp/qa/q6563858.html 

26 なぜなら、大抵の場合、求める人数に対して、わずか数パーセント分の仕事の奪いをすることになるので仕事の奪い合いに勝

っているい人が稼いでいる人になり仕事の奪い合いに負けている人が稼げない人になるのが 

http://bs.xii.jp/taiken/01.html 

27 中国が今の日本になるまで、まだまだ世界は富の奪いを続けるが、もはや幸せを求める人類の方向性はゆっくりではあるが

決まりつつある。  

https://www.google.co.jp/url?q=http://www.chokugen.com/opinion/backnumber/pdf_h22/20100426_586.pdf&sa=U&ei=ONFp

U6u7Eo_f8AWG_IGYAQ&ved=0CEcQFjAHOAo&sig2=CWdcdTOfvkevxopNjOQTqQ&usg=AFQjCNHt3j74k3rpKgDkmfncPVi0Lw1Gsw 

28 12月7日、下香楽公民館で円座餅つきが行われました。清地神社の秋の大祭りで神饌の鏡餅を搗く際に村人たちが、「われも、

われも」と杵を奪い合い、やむなく有り合わせの棒を持ち寄り、総がかりで搗いたのが始まりと言われています。今年もしめ

込み姿の男衆が壮絶な臼の奪いを行いました。 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uXgfd6vNpaIJ:http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/8

4132_16884436_misc.pdf%2B%E3%80%8C%22%E3%81%AE%E5%A5%AA%E3%81%84%E3%82%92%22%E3%80%8D&hl=en-JP&gbv=2&&ct=clnk 

29 ここだけブラインドの奪いをず～っとやっていたらなんか少しバカバカしくなってきてですね、さらにはちょっと FFもやり

ながらとかだったのでフリプロ相手の x3レイズにオールインしちゃいました。 

http://shugyopoker.jp/forums/entry.php?165-8-

24%E6%97%A5%E3%81%AEzoom%E3%81%95%E3%82%93(%E3%83%BB%CF%89%E3%83%BB%E3%80%80)&goto=next 

30 TVのチャンネル争いで兄弟喧嘩！ 

仲直りの為に連れて行かれたカラオケ BOXで 

マイクの奪いをする両親をお持ちの黄昏兄弟のお 2人 

http://www.joqr.co.jp/blog/vw/archives/2013/07/1462013721_1.html 

31 グレイスもお転婆なら、シナモンも負けず劣らずお転婆ゴールデン 

はボールの奪いを繰り返し、楽しんで？いたようです 

http://blog.goo.ne.jp/chabo3beer/m/200905 

32 メディアの視聴時間の奪いを当事者として感じるここ最近 。ずっと“なうなう ”しておざなりになっていたブログを

久々に更新します  

http://ameblo.jp/bird-view/entry-10411458439.html 

33 

 

こうして、貪りは、他との奪いをもたらし、他を苦しめるものである。よって、貪りを捨断しなければ、本質的に、他の苦し

みを取り除くことができないどころか、他を苦しめてしまうのである。 

http://www.joyu.jp/message/cat243/0026.html 

34 多くの支持者がいやだーって言ったところで課金者便利ドピの奪いを防げる手段はない。 

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/game/55599/1382067615/501-600 

35 身分制度が明確な賃金格差を生んだとき、それは単なる身分制度ではなく、下位身分からの奪いを意味するようになる。 

http://kirakirarecord.com/blog/?p=931 

36 その上、昨今の親 権をめぐる殺傷事件に象徴的に表されるように、法の保障がないため、親子の関係を絶たれてしまうので

はないかという恐怖は、親どうしの子どもの奪いを激化 させています。 

http://kyodosinken.com/2009/08/14/%E6%B3%95%E5%8B%99%E7%9C%81%E3%81%AB%E8%A6%AA%E5%AD%90%E3%81%AE%E9%9D%A2%E4%B

C%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%B3%95%E6%95%B4%E5%82%99%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%82%8

B/ 

37 三菱とトヨタとスバルとフォードの４つのメーカーがポイントの奪いをしていた時代でした。珍しいカラーリングのインプ

レッサや、色々なスポンサーのカローラ WRCが見られます。映像は２本あります。 

http://rally5.com/m/wrc1998 

38 そうして周囲に一層の警戒を張りながら、その場を迂回するように進んだ。 幾らか進んで、異変に気付いた。戦域周辺であ

るためか、周辺から動植物が消えていたのだ。 

長期戦の一戦術として、兵糧の奪いをしたのか。消耗戦の結果か。 

http://ncode.syosetu.com/n2571z/25/ 

39 河合くんと千賀くんが刀の奪いをおっぱじめます。馬ゴリラ、世紀の対決  

http://d.hatena.ne.jp/oo0fm0oo/20100903/1283534776 

40 セーラームーンごっこや、レイアースごっこでキャラの奪いをした話など 

で盛り上がったのでした。 

http://foxholes.blog44.fc2.com/?mode=m&no=60 

41 そういう意味では縁結びといっても過言ではないかと。  

ここからペコ・チョビと我が家では猫が増えていきまして、ますます猫可愛くて、もし離婚なんてことに

なったら、二人して猫の奪いをするのではないかと。  

http://myu0522.blog63.fc2.com/blog-date-201203.html 

42 3人目と 4人目は 3軒目まで元気だったのですが、突如トイレに駆け込み、早くでろ！そっちこそ少し待って！っとトイレの
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奪いを繰り広げた挙げ句、トイレの入り口付近で寝入ってしまったので叩き起こしてタクシーに放り込み、自宅まで護送 

http://coc2.s60.xrea.com/index.cgi?id=cocdiary20070820 

43 朝鮮半島に遺した日本人個人資産の奪いをして殺しあった朝鮮民族。分断は自業自得です 

http://www.kjclub.com/jp/exchange/theme/read.php?tname=exc_board_64&uid=226883&fid=226883&thread=1000000&idx=1&

page=1&number=121359 

44 元気に餌の奪いをしています。 

７羽のヒナも母鳥が戻らなくなってから５羽と２羽に分散してしまったようです。 

http://create39.blog117.fc2.com/blog-entry-441.html 

45 子供に鍵を渡し明けさせ中に入りボランティアを開始。僕的には揃える物はやり終えたつもりで居るのだが子供達はまたも

性能の良いパソコンの奪いをしていた。 

http://plaza.rakuten.co.jp/piledtimber/diary/200702140000/ 

46 シナ朝鮮の風水、大きくて気が強そうな山から気の奪いをするから気が常に不足してる。 

http://tokua.dtiblog.com/blog-entry-67.html 

47 先日、紬は２～３歳のお姉ちゃんと椅子の奪いををしたらしく「紬ちゃんのママ、紬ちゃん泣いてるよ」と言われて、見てみ

ると悔し泣きをしておりました。 

http://tsumummama.exblog.jp/page/11/ 

48 さすがにこの 3日間、稲沢、春日井、瀬戸と続けて観戦すると、腰痛も限界に来る。とっとと帰って風呂に入ろうと思う傍ら

で、”ねこ”と”パンダ”が Tシャツの奪いをしていた。 

 http://cocho-cocho.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-9213.html 

49 （日本以外の）各国首脳もそんなことはわかっています。 

国際的な枠組みをつくり取り組む事でそこからうまれる利益の奪いを行っているのです。 

http://blog.livedoor.jp/nnnhhhkkk/archives/65342954.html 

50 レコード会社を移籍して謎の快進撃を始める前の AKB は秋葉原で Perfume とヲタの奪いをしてたくらいのガチの地下アイド

ルだったんじゃないかね  

http://read2ch.net/morningcoffee/1396449760/ 

51 泥だらけのライダーにロールケーキってｗｗｗ きっとロールケーキも泥の味♪ 

ふと見ると、諭吉と、ロールケーキの奪いをしてる管理人・・・ 

http://sunanezumi.exblog.jp/d2009-06-08/ 

52 ブラック企業とは何か。それは他者から奪う企業である。その他者は顧客ではなく従業員である。ではなぜそのような奪いが

起こるのか。 

http://kirakirarecord.blogspot.jp/ 

53 そこで熱湯を用いて細かい粉を 

ある程度糊化膨潤させておき,水の奪いを防ぎ,均一な糊化状態にするわけである。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jafps1975/3/4/3_4_150/_pdf 

54 「チカラめし」が参入して「焼」に対してのシェアの奪いを狙い！？ 

昔・・あのマックでカレーライスをやった事に比べれば有りです！ 

http://etawill.com/bus/7194/ 

55 オーズなんて、メダルの奪いをもっとやって欲しかったし 一度くらいは全部獲られるか全部そろえるをやって欲しかったな 

http://superherosoku.blog59.fc2.com/blog-entry-567.html 

56 ソ連は北方領土を奪った  

アメリカは沖縄、グアム、他を奪った  

遅れを取った朝鮮人は半島の南北に分かれて領土の奪いを始めた。  

http://www.logsoku.com/r/news/1385777985/ 

57 王が真面目に産業を育成せず、少ない生産を内部官僚達がパイの奪いをしてるあいだに時間をかけてきた。  

http://desktop2ch.tv/news4plus/1315486749/ 

58 同じブランド内でパイの奪いをしても 

ECサイトの顧客が新規の顧客として入ってくれるようなメリットが必要だと思います。 

http://nba-magazines.blogspot.jp/2012_05_01_archive.html 

59 このままでは水位は下がり続け、川は干上がり、減り続ける水の奪いが始まる。」とサンドラ・ポスタル（ワシントンの世界

資源監視機構の専門家）は最近のレポートで警告している。 

http://www.lookthai.com/jp/news/NSWATER.HTM 

60 1992 年に合弁会社を設立したとき、中国人従業員から日本側出資者に要請された記念品はカラオケだった。カラオケの設備

一式と中国語のソフトが届いた日、食堂棟の小ホールはマイクの奪いが凄まじかった。 

http://www.teganuma.ne.jp/misc/hitori/karaoke/karaoke.html 

61 但し、過密飼育などで小さい頃から餌の奪いがあるとヒゲちぎれて見分けが付きにくい子も出てきますのでご注意ください

ませ～ 

http://izumiebi.blog.fc2.com/blog-date-201305.html 

62 香港企業製のチタンも一時期の１２ＵＳドル程度から最近は８ＵＳドル程度の話も聞き、価格の下げ圧力により利益率は下

がっているはずである。体力の勝負のほか、中国企業間のシェアの奪いが始まっているのではないだろうか。 

http://www.fukui-kaigai.jp/hk/report/megane/optr200102.htm 

63 ルーシーの奪いが上手くいったんやね。まぁ俺も似たようなのは出したよ。一撃 2000万オーバー状態やね 

http://ameblo.jp/hihoutannteikyari-1/entry-11791260012.html 

64 MOBの奪いが問題ではなくて、BOTを操作してる業者にお金が行くのが問題なんですよ。 
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BOTが主に欲しいものはレアアイテムではなくてゲーム内マネーです。 

https://genshin.x-legend.co.jp/community/post_content.php?post_id=1517 

65 視聴者の奪いが始まるのか 

もちろん、2013 年現在、まだテレビの方が人々に与える影響力を持ち、多額の広告費や番組制作費用が業界の中では動いて

いますが、数字で比べてみると Youtubeの影響力がどんどん大きくなっていることが分かります。 

http://spaceboy.jp/internet/eric_schmidt_maybe_you_already_notice/ 

66 赤宝箱でいきなり攻撃 200越えが入手出来たりするので序盤から武器の奪いがかなり頻繁に起こったのが印象に残ってる 

http://nozomi.2ch.net/test/read.cgi/retro2/1158171410/l50  

67 そうやって土地の奪いが始まり、戦争が始まる。 

勝った者は負けた者を奴隷として稲作に従事させる。 

http://blog.livedoor.jp/robinsonrobin/archives/8256900.html 

68 多くの人が投資に参入すると利益の配分の奪いが起きてきます。また株式投資では人気銘柄の株価が値上がすることが考え

られます。規制緩和は良いことですが、多くに人が始めるその前に一足先に投資生活をはじめてみるといいでしょう。 

http://sofn-district6.com/?m=201403 

69 2008 年 3 月より販売奨励金、端末購入補助金などマーケティング費支給が解禁となった韓国では、毎月壮絶な加入者の奪い

が繰り返されている。 

http://pc.nikkeibp.co.jp/article/column/20090805/1017643/?rt=nocnt 

70 こんな事までする必要あるのか？  

モモクロと田中の奪いが必死すぎてみっともない 

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/akb/1391127386/ 

71 ではなく、ミニサイズを購入。参拝客に交じって仲良く火をつけましょう。と見せかけて、実はし烈な火の奪いが繰り広げら

れております。 

http://blog.goo.ne.jp/haomeibeijing/e/fb887724afc880a011f7e498ce9ca1cd 

72 男性は景気が回復してくれば、肉食に変っていく。若者は中年にさしかかるが、同世代には目を向けないので、若い子達が対

象となるだろう。その結果、世代間の女性の奪いが起こる。 

http://d-blue.blog.so-net.ne.jp/2012-02-01 

73 火力職業同士の助け合いは全くなく、１火力として個々に存在している事です。 

助け合いの起こらない関係だから、火力枠の奪いが起こります。 

http://mb2.whocares.jp/mbb/u/rojiura/144/?o=63 

74 競争の激化でお客様の奪いが発生する 

楽天店舗などは、今までない販売店が競争に参加している。 

http://www.namenaire.jp/%E3%83%97%E3%83%81%E3%82%AE%E3%83%95%E3%83%88/ 

75 2008 年 3 月より販売奨励金、端末購入補助金などマーケティング費支給が解禁となった韓国では、毎月壮絶な加入者の奪い

が繰り返されている。 

http://kjibc.org/tag/%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1 

76 ビジネスモデルの奪いが始まるた今、今後端末の市場占有率がどのように今後変わるか、興味深い 

http://lawsonpapa.blogspot.jp/2011_08_01_archive.html 

77 女同士による男の奪いが発生した時勝者になるのはスレ絵みたいなのではなくて・・・ 

http://futalog.com/195868159.htm 

78 アイドルたちの激しい札の奪いが繰り広げられている。・・・互いに服をビリビリに破きあったりでみな必死だ。  

http://bbs.2ch2.net/test/read.cgi/zombie/1107167522/ 

79 グレンダールとシーンの間で召された魂の奪いが始まるんですね、分かります。 

http://nicogame.info/watch/sm20012404 

80 １クリックあたり 300円でも広告を出す、ということなので、顧客の熾烈な奪いがある業界でもあり、それだけの広告費を払

ってもお客様が欲しいという現れです。 

http://ameblo.jp/onenessinc/ 

81 怖い。目が合うと殺される。クランで奪いが起きるモテモテさん。 

http://esp4da.hotcom-web.com/wordpress/?page_id=17 

82 みー子さんも気になるようで奪いがはじまったので（汗）場所を移動してそれぞれにあげるｗｗ 

http://goma-meeco-maluna.seesaa.net/article/47800446.html 

83 現代を生きるわたしたちとは異なり、死という奪いがもっともっと身近にあった時代だったということなのです。 

http://www8.wind.ne.jp/a-church/announce/pdf/3169.pdf 

84 「生きること」とは金を奪い合って行く行為」（賭博黙示力カイジより） 

非常に偏った見方ではあるが否定は出来ないと思う。この奪いが終わるのは、企業なら破産、個人なら死去。 

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/3768/ 

85 仙：こんな感じ、奪いが激しいね 

猫達：だったら、皿を増やしてください 

http://catsweets215.a-thera.jp/ 

86 毎回キャンプに行くと子供たちが、コットの奪い合いをしていたので、妻がリビングシートなら奪いがなくなるといい購入し

ました。 

http://www.blogmura.com/profile/00713302.html 

87 元となる思考と感情が与えの気持ちからの言動でしたら、宇宙からは与えられますし、 奪いの気持ちからの言動でしたら、

宇宙はあなたへ奪いを与えます。 
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http://ai.2ch.net/test/read.cgi/psy/1338589938/112 

88 直接攻撃・奪いを行うには、この辺のルールの曖昧さを利用し、 

まずは直接攻撃を喰らわしたい敵に近づく必要がある事を知ろう。 

http://sarion04.web.fc2.com/ps_otokojyuku_dodge.html 

89 相手の術を奪う、ただし相手が封じや奪いを持っていると無効 

http://semiramis.sakura.ne.jp/game/seima1rule.html 

90 結論である。「国譲り」とは、確かに聞こえは良いが、実は、「国奪い」の行為と言い換えるべきかもしれない。モノは云いよ

う。言葉も「奪い」を「譲る」と置換すれば、まったくその生々しさも消えて、美談のように語られるようになるということ

であろうか。 

http://www.st.rim.or.jp/~success/ookuninusi3_ye.html 

91 何せズル賢い人はなかなか尻尾は見せませんし、人の人脈を減っては奪いを繰り返して、そして自身も価値を磨いて魅力的に

なってると思われますので… 

要領が良いだけでは、どこかで粗が見えて人は去ると思いますが。 

気持ちとしてはどこかでとんでもないドンデン返しが起きて欲しいんですがね… 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2014/0422/654538.htm?g=01 

92 次に、これを熟知すると合気二刀剣に入る。合気二刀剣の特徴は、「奪いの剣」であり、自分の太刀と相手の太刀を合わせて、

二刀剣となる。 

http://www2.ocn.ne.jp/~saigouha/kuden/kuden08.html 

93 曽川和翁宗家の手拭いによる「奪いの太刀」 

http://www.daitouryu.com/syoudoukan/frame/f-uchideshi.htm  

94 全国、あちこち伺う家訓二スト。でも、家訓二ストの暮らすアパートの住人をぼくはフルネームでいえません。それは、興味

や関心の奪いのなかで、自分自身が負け組になっていることを意味します。  

http://kakun-

project.jimdo.com/2013/04/21/%E5%AE%B6%E8%A8%93%E4%BA%8C%E3%82%B9%E3%83%88%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6%

E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E2%91%A1-%E3%83%95%E3%83%83%E3%82%AF%E7%90%86%E8%AB%96/ 

95 小林師は、「戦後の教育は奪いの精神構造を創ってしまった。人の心、ひいては自然環境までも奪ってしまった。合掌し、ご

先祖様、家族を大事にする心を次代に継承してほしい。お互いがお返しの心を持ち、無財の七施を実践して下さい」と、日々

の生活でお返しの心の大切さを説いていた。 

http://busondera.com/ichigu/shikokutaikai.html 

96 伝承詩「奪いの愛を」 

https://shop.salburg.com/product/judithpspost/ 

97 そのために必要な対策として最も本質的なものは何だろうか。比叡山延暦寺の高僧小林隆彰氏は，明快に答える（2007年，KSI

一般公開講座）。「現代の奪いの心（奪いを基本とする精神構造）からお返しの心へと人間の心を変革していくことだ」と 

http://iss.iae.kyoto-u.ac.jp/iss/eng/publications/iss_4.pdf 

98 恐らく白熱したエサの奪いが繰り広げられてるだけかと…（笑） 

散った後に、ボッコボコの弐号機フィギュアが落ちてたりしたらだいぶ嫌ですが…。 

http://www.mbs.jp/888/blogtabi/archives/200903/018604.shtml 

99 きっかけはあの有名なエリザベス一世の母の話、ということで分かりやすい部分もあったからかな？ それにしても王の奪

いの戦いというやつはいつの時代になっても変わらないものだ。 

http://levitt.blog63.fc2.com/blog-entry-30.html 

100 阪神間で、阪神電車，阪急電車，ＪＲ西日本は、乗客の奪いの熾烈な競争をしていた。 

http://sci.la.coocan.jp/fchem/log/kankyo2/726.html 

101 実質的に、両者を分ける意味は無く、それと同様に、親権をどちらかに定める必要は無く、その為に子の奪いがやたらと多い

と考える。 

http://www.bengo4.com/rikon/1020/1150/b_190950/ 

102 でも、この携帯電話を作るにはレアメタルと呼ばれる希少金属が必要で、中国の経済発展とともに資源の奪いのような状況を

呈していると某ＴＶ番組のドキュメンタリーで見ました。 

http://www.olive-x.com/news_40/newsdisp.php?n=42846 

103 「もしブラッドの結婚式の日取りが（自分の式と）ごく近いものになってしまったとしたら、ジェンが示そうとした親愛は全

て消え失せてしまうでしょう。ジェンは（結婚式のバッティングを）自分を出し抜こうとした行為だとみなし、招待客として

呼ぶハリウッドセレブ達の奪いの戦いが始まるでしょう。」 

http://hollywoodhotgossip.blog88.fc2.com/blog-entry-2552.html 

104 平たく言えば、人間は奪いの精神構造でできている。 

http://hekiku.exblog.jp/8828296/ 

105 ヒスパニック系と黒人とは、職の奪いの仲です。仲がよいとはあまりいえない、ギャング組織もこのグループで構成されてる

ものが多い。 

http://kamezo.cc/blog/entry/43372 

106 そしてコースも４００ｍからオープンになるのでインコースの奪いの為に肩や肘で牽制して走る格闘技となる。中には８０

５ｍを走る選手も出る。  

http://yamabakaotoko.blog.bbiq.jp/blog/2009/11/post-84d8.html 

107  リングインした木村は自分の名前が書かれたタスキを風香リングアナに無理矢理かける。世 IV 虎がセコンドにつく中、険

しい表情で入場した夏樹。お互いアップライトに構え緊張感が漂う中、グラウンドでのバックの奪いからガブり合いに。 

http://battle-news.mymp.jp/page/250908s6 
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108 ポジションの奪いから、後ろに下がりながら、ロープ際で腰を落としたブスタマンチの隙をヘンダーソンは見逃さず、一気に

左右のパンチの連打。 

http://www.geocities.jp/amatikun/pridegp2003kessho.htm 

109 さて、拡大ではなく縮小されるマーケットが故にパイの奪いから抜け出せないこの企業間競争 強者生存が仮にまかり通るな

らば動物界ではライオンなどの肉食獣しか残りません。  

http://www.freeml.com/bl/9095686/98641/ 

110 しかし、松橋がルーズボールの奪いからリズムをつくり、速攻からの連続得点で加点し、２０対２５の松橋リードで終了。 

http://miyazaki.japanbasketball.jp/databox/koho/20jhs/20080810kekka/20080810%20b2.pdf 

111 6回戦 アーサー 天使 ×○ex×  

1戦目 先攻アースダストシュート決められ負け  

2戦目 アーススタートから次ターンモンスター操作で奪いからのワンキル  

http://datvvv.seesaa.net/archives/20111121-1.html 

112 しかし、ホンデジュの言い分である王座の奪いから脱して規律を正せないことに原因があるということにも一理あるため、善

と悪の時代による変化。どちらが正しいか？という時代によって変わる正しさ反面その愚かさ。人間の認識の限界にも疑問を

問いかけます。 

http://kankokudoramalike.seesaa.net/pages/user/m/article?article_id=381576514&page=2 

113 講演２「持続社会の可能性～心の変革はできるのか・奪いからお返しへ～」 

天台宗 大僧正、延暦寺 長臈、 小林 隆彰 氏 

http://ksinews.exblog.jp/m2007-09-01/ 

114 資源収奪は争いの源である。戦争は、さまざまな資源の奪い合いから生まれている。資源の奪いから、戦争が起こっている。 

http://plaza.rakuten.co.jp/ohbamorienergy/diary/201009240000/ 

115 ポジションの奪いから、後ろに下がりながら、ロープ際で腰を落としたブスタマンチの隙をヘンダーソンは見逃さず、一気に

左右のパンチの連打。 

http://www.nikkansports.com/ns/battle/2003/pr_031109.html 

116 モコママは最大限の優しさを込めて、いいのいいの、こっちへいらっしゃい と言います、ベルが嬉しそうに来ます・・・い

つか、チコとベルの関係が独占欲の奪いから解き放たれるといいのですが 

http://www.21styles.jp/adiary/diary1.cgi?id=kotarou&action=view&year=2010&month=8&all=yes 

117 今の子のいじめは、まずいじめる子の信用を先生やまわりから奪いからしたりもあります。 

http://www.098u.com/2012/11/102460 

118 何故そう思うかと言うと。 

このまま人口が増え続けると 

間違いなく資源、食糧が不足し 

必然的に奪いが起こる。 

http://ameblo.jp/sekaihirokichi/entry-11519636221.html 
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17．「得」に関する用例：無し 
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18．「教わり」に関する用例 

番号 用例 

1 ここでの教わりを今のお客様に喜んでもらえる情報としてお客様にご提供できればうれしいと思い入会申し込みし無事に正会

員にしていただくことができました。 

http://www.dohya.com/?p=1042 

2 その教わりを元に作った『水羊羹』 

 http://happy-sweets.jp/archives/1350 

3 どうしてそうなるのかを考えに考え、人に教わりを続けていき、あせらないで一生をかけてゆっくりじっくり高みを目指して

いけばよいのではないのでしょうか？ 

http://ecoecoman.com/kyudo/bbs200906tec/2007033111354700.html 

4 私たちもまた、利用者様から教わりを受け共に前進していることに喜びを感じています。 

http://optis-reha.wixsite.com/optis/rehaday-optiskosakaai 

5 アラフォーになっても小学生みたいな教わりをいまだに親から学んでいる私です 

http://fmokinawa.co.jp/posts/010/detail.php?id=7502 

6 「教育」において「教え」の対になる言葉として、「教わり」があります。「教え」は能動的な活動であることに異論のある人

はいないでしょう。一方、「教わり」を受動的な活動としてとらえる見方は意外と多いものです。 

http://yuuyuu-sya.a.la9.jp/essay/essay18.html 

7 この世界に絶望しか抱いてなかったのだけど、アーティストから「人間をなめるな」という教わりを賜り、かつ猫が私のつま

先に顎を乗せて寝始めたので、私は無事です。 

http://twilog.org/biftech/month-1702/2 

8 卑しく打算的 bow and scrape そして俺は報酬を受け取る  

customerは神様 それがこの国で身を守る賢明な方法だと教わった  

30後半の男 その教わりを自分の意志で選択し 生活を維持正確に言えば水準を落とさず蓄える  

http://blog-imgs-72.fc2.com/f/u/n/funamoto22/20150524114942d92.txt 

9 その教わりを本日我が家の白プードルうずらをやってみました(*^^*) 

http://wan1.a-thera.jp/article/3675726.html 

10 蠅は教わりをしないのに、飛び方を知っている。蜘蛛は教わりもしないのに巣の張り方を知っている。 

http://fanblogs.jp/revieweiga/archive/103/0 

11 観光地・鴨川で学ぶ・教える意義、教わりを感じます。こちら宿中屋さん、規模が大きい旅館やリゾートホテルが多い鴨川・

天津小湊にあって、大きすぎず小さすぎずの施設規模で、個人旅行におすすめしたいお宿です。 

http://chiekostyle.seesaa.net/article/248753771.html 

12 紳士な姿勢でコーチ陣の教わりを乞う姿本当に謙虚で感心したものです。 

https://xn--tck7crbj.com/comments.html/20170331-00001925-bunshun-spo 

13 まだまだ子育て真っ最中の最強の忙しさをかかえているみなさんですが、その中でも、みなさんの真剣で前向きな感覚に触れ

られたことが、私にとっても、大きな学びと教わりをもたらしました。 

http://okagesama09.blog.fc2.com/category5-14.html 

14 小心者の家康が幼少とき今川の人質ときに世話をされた、建仁寺で修行された名僧の教わりを活かしながら決断する 

http://www.realiserllc.com/%E8%AA%AD%E6%9B%B8/2016/09/16/300.html 

15 美味い分、作るのに手間がかかるので完全予約制だが、店主のこだわりが強い分、「知らない人からの電話に出てはいけない」

という幼い頃の教わりを守り続けている。 

https://twitter.com/eikoseisui_ukat 

16 これを先輩から教わりを徹底し続けているだけですが、月平均で 10万くらい稼がせてもらってます。 

http://bakusai.com/thr_res/acode=4/ctgid=126/bid=1315/tid=1656492/ 

17 私自身、いくつかの掲示板で、教え・教わりを何年も繰り返してきて学んできています。ある程度の技術があれば、自分のス

キルよりある人かどうか分かりますから、その中で、学ぶべきものはあるはずでず。 

http://qa.itmedia.co.jp/qa4656837.html 

18 田舎に住むおばあちゃんの元で暮らすようになった『まい』は 

そこで触れる自然と、自然にごく近いおばあちゃんによって人が永い間に自然から教わりを受け継いできた。 

http://hiki-lucky.jugem.jp/?month=201010 

19 霊感はないが教わった事はツジツマが合い、霊能力者がアドバイスするのと同じような教わりをしたので、たまにアドバイス

するくらいだよ。だが少し違うとこもあるけどね。あの世の世界とかね。 

https://www15.atwiki.jp/mardon/ 

20 ここは親や祖父母からの教わりを書くところです。  

決して、誰かに対する誹謗中傷を書くところではありません。  

http://girlschannel.net/topics/143520/ 

21 昨日も、今日も、貯金と恋愛と結婚について語り合い、教わりを受ける 2日間だった 

https://instagrammernews.com/detail/1018672560293879815 

22 とても興味深い教わりを見ながらから何かを生み出す /  

https://www.tripadvisor.jp/LocationPhotoDirectLink-g34607-d3444083-i178387781-Morean_Art_Center-

St_Petersburg_Florida.html 

23 テレビ「新スタートレック」をほとんど観てないので、同行の詳しい人に的確な教わりを受ける。た 

https://plaza.rakuten.co.jp/nestor/diary/?PageId=245&ctgy=0 
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24 昔から気付きを大切にしなさいと教わりを受けたものの、歳を重ねてあきらかに減ってしまったなと自覚してます（＾＾；） 

http://kirroyal.blog.shinobi.jp/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E6%97%A5%E8%A8%98/7%E6%9C%883%E6%97%A5%E3%8

1%AE%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%89 

25 工業用ミシンをそろえてある I原さんちに、【教わり】を兼ねて借りに行く。 

敬老の日で、86 歳の老人を抱えてる I 原夫人は、おばあちゃんの為に、やれお赤飯だの、お煮しめだの･･･と忙しくて、とて

も訊けない。 

http://kurionesan.com/%E6%97%A5%E3%80%85%E3%81%AE%E9%9B%91%E6%84%9F/%E3%81%BD%E3%81%A1%E3%81%93%E3%82%88%E3%80%8

1%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%81%93%E3%81%8F%E3%83%8A/ 

26 

 

一眠りしてから、パソコンのレッスン、3D風のカプセルに挑戦、マウス教室での教わりを思い出しながら、ゆっくり進んだ、

なんとか出来上がりまで漕ぎ着けたが、最後の抜き文字が巧く行かない、再挑戦することにした。充実した一日、心地よく就

寝した。 

http://hiromis2005.blog12.fc2.com/?mode=m&no=865 

27 いろんなことをインプットした人同士が集まって、時には教え、時には教わりを繰り返して自分の枠を出来るだけ広くして自

分の道というものを確立して進んでいくためのコミュニケーションの場を作るということなのです。 

http://dosankobiz.seesaa.net/archives/20120309-1.html 

28 サウンド システムとサブウーファーだけ車のアンプを経由してその教わりを達する可能性があります 

http://wpinspiration.com/woothemes/ 

29 凛とした美しさの中に人間にも多くの教わりがあるなといつも思うのです。 

だから今日も私はお花たちと楽しく会話をするのです。時間を忘れて‥ 

https://lineblog.me/hamamina24/archives/2017-02.html?p=2 

30 全てに明快な答えが得られる訳ではないけれども、それぞれの胸に理解と共感と教わりがあったように思います。 

http://www.inforyoma.or.jp/tamkocli/Pages/kochibonyunokai/newsletter03shokip1.htm 

31 放課後も残って、部活の仲間と試験勉強してました。先輩、後輩とのきずなも強くいろいろと教え、教わりがあったみたいで

す。 

https://www.minkou.jp/hischool/school/review/4057/rd_148323/ 

32 返事を書いて出してあげる時間的な余裕もできたし、それも一つの亜也の生き方から学んだと思うんですけど、やっぱり気に

なる人とか、何かあった時に、それは見ぬふりしちゃいけないよ、という教わりがあったから。 

http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-312.htm 

33 学校で習った事を 100%覚えている人は少ないし、身の回りにある物だからって 100%把握している人も少ない 

要するにどんな事でも教え、教わりが出来ず蔑ろにする人間は学力と教養と常識以前の問題だよ 

http://kijosoku.com/archives/50522445.html 

34 誰からの教わりが一番しっくりくるのか。  

ストンと腑に落ちるのか。自身を検体に人体実験を繰り返す。  

http://mayasalam.exblog.jp/23531005/ 

35 男性・女性、男子・女子にかかわらず、性に対しておおらかで、しかしながら、ムラ独自のルールがあり、そのムラ（ときに

は複数のムラ）の中で、「教え」「教わり」が引き継がれていた。  

https://www.gokinjo.net/mypage/003078164/blog.html?id=1179954 

36 例えば陰口を言わないことです。陰口は他の人の信頼に関わり人からの教わりが無くなったり、出世が無くなったりと成長が

妨げられるということ。 

http://monolog.yourguide.co.jp/sk0929/list-16162.html 

37 なんか、あなたの気功レス見るとなんか、すんなりしないんで教わりが足りないんでは  

不完全というか順番が違うんではとか思うのでね。話し聞いて足りない部分を 補充してあげようかと思ったしだいで  

http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kampo/1284403598/ 

38 部活でも殴られ鼻血骨折こそ鍛錬だった時代だしね。  

頭ついて行けてないのは解ってるけど違和感が拭えないのよ。人間て自分の青春時代の教わりが抜けないからね。 

http://mimizun.com/log/2ch/gaysaloon/1340840194/ 

39 一棟一棟新しい挑戦をしていると、現場こそが教わりの場。 

https://www.facebook.com/mannamiii/photos/a.265580770441876.1073741828.260416407624979/311950572471562/?type=3&t

heater 

40 特に先生を目指す学生にとっては幼稚園は、まさしく「教わりの場」なのです。 

http://matsu-kg.jugem.jp/?page=1&month=200809 

41 というのも、1年ごとの目標より、その時に必要な期間ごとに設定した目標を追って、クリアすればすぐ次の目標を追う習慣

だったから。というのが自分の教わりのなかで大きかったというのが一番なんですが、 

http://blog.clesc-ishikawa.com/posts/1849564 

42 

 

曲がりになりにも大学に 9年もいて、教授という方々に教えを乞うて来た、いわば「教わりのプロ」ですよ、私は。だけど、

ゴルフでは、どうもこの「教わる」というのが、身に付かないんですね。 

http://d.hatena.ne.jp/sanhao_82/20080426/p1 

43 見学の方がめでたく新弟子に。我が道場は盛況だ。 

教わりたい人だけがやってくる教わりの場は、今時そうあるものじゃない。 

http://kjodokai.blogspot.jp/2014/05/blog-post_19.html 

44 教えの身が教わりの身となり  

化する道が人を化せる道と為す 

http://seikunn.web.fc2.com/kokoronosikumi56.html 
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45 教えは教わりの中から。簡潔で誰にもわかる言葉。 

https://qanda.rakuten.ne.jp/user.php3?u=41612 

46 核は逃亡ドイツ人が発明し、そのドイツ人を死亡させ隠し、攻撃電波は日本から教わりのアーリガァータヤ、アリガタヤッ、

そして、最後の基地を撤去する迄、 

http://8226.teacup.com/ysd/bbs/102 

47 私の場合、すでに通院して注射をうっている知人に教わりの受診です。 

先生の問診の一番最初にそのことを伝えました。 

http://korettekounen.jugem.jp/?eid=168 

48 書ききれないほどの 教わりの中 気付きも たくさんあり 

驚きと感動の連続でとても有意義な一日になりました。 

http://club.hamazo.tv/e2348862.html 

49 昨年は、まことさんのお陰で世界（やまあいさんは休園ですけど）が広がりました。負うた子に教わりのケースかしらねぇ。 

http://itsuka-bonsai.blog.so-net.ne.jp/2012-01-01 

50 今年の春、祖父が亡くなり、その葬儀の時も、斎場の横に小さな神社があり、そこを駐車場として、使ってたのですが、先の

教わりから、入り口にある鳥居を潜らず、回り道して車の所まで行きました。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1392944043 

51 このコミュのイメージキャラクター荒地の魔女こと理恵ちゃんに監督業を教わり・しごかれ・苦しみ・悩み・もが

いて今ここにいます。（教わりからは盛りました）  

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=5825618&id=65981120 

52 全て教わりから始まり 

レベルアップを図る為の時間を要す 

http://blog.livedoor.jp/osataro123/archives/2017-02-06.html 

53 母からの教わりからの自分の好みの味へ 

https://cookpad.com/recipe/2992315 

54 教育のあり方も変化してきたという。 

「させる学習（教わり）」から「する学習（学び）」、 

そして現代は「しあう学習（学び合う）」へと、 

少しずつであるが、着実に移り変わってきた。 

http://www.enpitu.ne.jp/usr4/bin/plural?id=40832&pg=20121203&num=10 

55 人からの教わりから始まり、やがて自分なりの趣味に変えていく、という感じでしょうか。 

https://teamnewbonds.jimdo.com/%E3%81%BE%E3%81%8E-%E3%81%AE%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E9%9B%8

6/6-%E4%BA%94%E6%99%82%E9%96%93%E7%9B%AE-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%AB%E6%9C%AA%E5%AE%9A/ 

56 その教わりから私も色白を守りたくて、よく『ハトムギ茶』を夏はティーバッグのを煮出してよく作って愛飲してます。 

https://www.cosme.net/chieco/question/48148/detail?answer_id=212072&page=3 

57 自分が初めてのとき どう教わったっけかな？こういう教わりからならわかりやすいのにな～。 

http://cheshireee.blog82.fc2.com/blog-date-200708.html 

58 誰か、私と同じ教わりからした人 居ないかな・・・居て欲しい心境で書いちゃいましたが、（知るは一時の恥、知らぬは一生

の恥）恥を承知で書いちゃいました。 

https://plaza.rakuten.co.jp/oowa805/diary/?PageId=19 

59 それぞれの道で、専門家同士。教え、教わりだと思います。クラス仲間は人生の仲間になるんだろうな～またお会いしたいな

あ 走る税理士のブログ    

https://pisockposha1988.wordpress.com/ 

60 書いてる内容観ると何処かの宗教か神道で間違った教わりだな 独学だとしても、間違った本での知識だ 

http://hitorikakurenbo.web.fc2.com/log/1kensho/17_1179685102.html 

61 父からの教わりで鉄板をブーツの底に仕込み武装 

趣味は絵を描くこと。いかし途中で何を思うのか完成品は下書きに比べ少ない 

https://lovetimate.com/mypage/mypage_top.cgi?pc_seq=4647 

62 まぁ、そのお陰とも言いますか溜まっていた課題は見事に消費。次いでに分からない問題も教わりで諦めていたテストもいつ

も以上にできた。 

http://ncode.syosetu.com/n6508cj/28/ 

63 両手剣も２度目の教わりでこれできましたしね。 

http://hiroba.dqx.jp/sc/diary/81945102855/view/4404884/ 

64 ここで、炎の動画を掲載するつもりでしたが、反応しません。 

 一度の教わりで、その後可能になることは有りませんので、又いつか。     

http://www.k-taiki.com/column1a178.htm 

65 毎週１回パピー教室に通いました。 

しつけ教室は先生のお話がほとんどで、ポイントだけ教わりで毎週の課題が出ます。 

https://plaza.rakuten.co.jp/lucky11ai13/diary/?PageId=107&ctgy=0 

66 物心が付いてないときに神様になったので、いつも世の中は危険だという大人の教わりでこうなっちゃった訳です 

https://www.logsoku.com/r/2ch.net/news4vip/1316233271/ 

67 私の母から教わりで 

泣いても少しだけ放置していいって言われました。 

赤ちゃんの肺が強くなる為にわざとずっと泣かしてるってさ。 
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https://qa.mamari.jp/question/1499854 

68 この HP関係のデーターの移行などが思いの外手こずって何かとお世話になっている安房ネットに 2度も足を運び+電話でも教

わりで、やっと数日がかりでここまでたどり着くことができました。 

http://www.awa.or.jp/home/hjyuku/28.html 

69 若い頃 天気と食物の話しは万人共通だなんて教わりでした。  

いい天気ですね♪なんて通りすがりの人と繋がりますよね。  

http://isonojii.blog28.fc2.com/blog-entry-904.html 

70 挨拶メールを送ってくれる先生もいます。 

これはらのことは、家庭での教わりで身につくことでもないでしょう。 

http://fanfunfan.blogspot.jp/2017_01_09_archive.html?m=0 

71 釣り方だけじゃなくトラウト釣り師としての姿勢も教わりで 

濃厚な時間でした(*^^*) 

http://capt513roze.naturum.ne.jp/c20218001.html 

72 子 ど も の 頃 か ら 日 々 生 活 の 営 み を 通 し て 、 教 わ り や 気 づ き か ら 「 こ れ は 、 だ め 」と 感 じ 取 り 、 自 己

を コ ン ト ロ ー ル し て 生 き て い る の で は な い で し ょ う か 。

http://www.caresapo.jp/fukushi/blog/wada/2010/04/post_155.html 

73 この地域では「まちあるき」という新しい観光ニーズに対して、当事者たちが教わりや学び合いをとおして、互いの親密さを

これまで以上に深めてきた。 

http://www.mutusinpou.co.jp/index.php?cat=37 

74 私にできることは、各の実情と法律の距離を最短にすることに集中し、自分が得た今までの教わりや、体で覚えた労務管理の

部分を、各の実情から入り、提案をさせて頂くことだと考えております。 

http://www.sr-shimamura.jp/greeting/ 

75 勿論、先人からの教わりや、他に頑張っている人の真似は大いに結構ですし、どんどん吸収すべきです。 

https://www.housingbazar.jp/blog/nattoku@kinosumaikoubou.com/31098 

76 なので約十年近く一族の中で伝説と言われた技を先代達に教わりや話の真実を聞かされたという訳でジーバルス一族にとって

ニーナは言わば人間国宝なのだそうです。 

http://tatura.nari-kiri.com/ss/%E7%94%B7%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E9%87%8E%E5%BF%83 

77 （物理的依存）一人の力で は出来ない・知らないことを、周囲の大人たちのもつ知識や技術やそこにある愛を自覚しながら、

多くの教わりや学び、自分を取り巻く沢山の「絆」を自覚させる。（「絆」の存在） 

http://www.jcamakusa.com/2013/2013jigyoukeikaku.pdf 

78 仕事を教わるということは、受身の様な感じがしますが実は「教わり」は受身ではありません。 

http://u-note.me/note/47487532 

79 それまでは、借金を肩代わりしてくれたことへの感謝と、ドイツ婦人としての正しい教養の教わりに会いにきているくらいに

思っていた。 

https://oshiete1.nifty.com/qa7040138.html 
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19．「溺れ」に関する用例 

番号 用例 

1 下に内容を抜粋していますが、「溺れは、溺れているように見えない」（Drowning doesn't look like drowning）という記事が

あります。「溺れている人」というと映画やドラマでみるように、手を頭の上で振りながら「助けて～！」と叫んでいるイメージ

が思い浮かびますが、それは大きな嘘だという内容です。米国の水の安全の専門家が書いています。  

http://daycaresafety.org/topics_drowning.html 

2 スノーケリングもダイビングも好んで水に入るのですから、それだけ溺れる可能性は高くなりますが、ダイバーが直接溺れるこ

とは少なく、器材が不備だった、過剰なウエートを付けていた、波や潮にさらわれた、息こらえしすぎた、窒素酔いだった、メ

ソッドを逸脱したなど、スノーケリングやダイビングのセオリーを守らなかった結果として溺れがおきています。 

http://www.sugipro.co.jp/kouza/contents/dekisui.html 

3 だいたい「溺れ」と聞いて僕がイメージするのは、波などで流されてしまって、ポツリとした状態で、周りから見ると目立つよ

うなかたちで、人が溺れている、そんな感じであった。が、今日みた溺れは全て、人が少し混み合っているなかでの、溺れであ

った。 

http://onomaryo.net/archives/2400 

4 確実に予防するのであれば、未就学児のいる家 では、残り湯を捨てることだ。世界的に見ても、日本のこどもの事故は溺れが多

く、特徴的だ。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/sakae/sidemenu/safecommunity/pdf/0803gijiroku.pdf 

5 事故種別は、０歳は窒息が多く、主に口・鼻を覆われて息が出来ない事態で、１～４歳は溺れが多く、主に浴槽内の溺れでした。 

https://conyac.cc/ja/questions/52443 

6 この章では、様々な事故の中でも、就学前の乳幼児が、亡くなったり、取り返しのつかない重症の怪 我となりやすい事故（窒

息、交通事故、転落、溺れ、やけど、熱中症など）からピックアップし、その実 情と予防法について解説します。 

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/iryo/files/3-shouni-guidebook.pdf 

7 0 歳の赤ちゃんの死因は窒息というかわいそうな結果が見て取れます。一方、反対側の 65 歳以上を見ると、窒息と同じ割合で

「溺れ」があります。 

http://www.lemon-house-setouchi.com/health/ 

8 これらの事故のきっかけは、「転落」が 13例、「入浴中の溺れ」が 4例、「その他」が 2例で ある。「その他」の 2例は浴室で水

遊び中の事故であり、状況から見て「転落」と考えられ た。 

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20010406_2.pdf 

9 浴室での異変は「溺れ」につながる。東京消防庁のまとめでは、２００６〜１０年に都内で溺れが原因で高齢者が搬送されたの

は約１７００件。月別では、１２月が２５７件と最も多く、次いで１、２、３、１１月と冬場に集中している 

http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20111109150757797 

10 溺れは，プールの中央よりは， むしろ，プールサイド付近で起こることが多い。 これは，初心者や泳ぎに自信のない者がプー

ル サイド付近で泳いでいることが多いからである。 

http://ci.nii.ac.jp/els/110010007692.pdf?id=ART0010567937&type=pdf&lang=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_s

w=&no=1474440824&cp= 

11 溺れ（溺水）  

原因 • 気道や肺に水が入ってしまったため呼吸ができなくなり、窒息状態となる場合や水が鼻に入ったとき反射的に呼吸が止

まってしまう場合などがあります。 

 http://fujita-

kaijidairisi.com/support1/index.php?%E5%8D%B1%E9%99%BA%E6%80%A7%E5%8F%8A%E3%81%B3%E4%BA%8B%E6%95%85%E7%99%BA%E7%9

4%9F%E6%99%82%E3%81%AE%E6%8E%AA%E7%BD%AE 

12 東京消防庁の平成１８～２２年の５年間の緊急搬送データのまとめでは、１２月から３月の寒い時期に浴室での「溺れ」が多く、

ほとんどがヒートショックが原因とみられる。 

http://sumai-sapo.info/201201/article_48.html 

13 もともと体罰は「善を悪から区切る」ことには無効果なのである。これが効果を持つには、罰を与えられる者が与える者に強い

愛着を感じていなければならず、その場合には罰せられる者の心には、是非善悪を越えた愛着対象への「溺れ」が生じて、懲罰

する者の歓心を買うことしか考えなくなってしまう。愛着を感じていない者からの懲罰は、単に屈辱と恨みの感情をもたらすに

すぎない。 

http://www.iff.co.jp/ssworld/mssg/mssg_17_2.html 

14 この２つの表から、ダイビング事故は、溺れが原因で、しかも比較的深度が浅いところで起こっています。 

http://npominder.justhpbs.jp/newpage15_5th_2.html 

15 世の中で眉をひそめられる行為というのは、犯罪にしろ、不倫にしろ、同じような精神的溺れが原因です。愛の厳しさを知らな

いのです。 

http://i-concept.hatenablog.jp/entry/2013/07/26/113452 

16 使用者の溺れが判定されたときに所定の警報行う警報部２２と；ＧＰＳ衛生から発信される信号を受信するＧＰＳ受信機と；判

定部２０の出力を発信する発信器２６とを備えている。 

http://www.j-tokkyo.com/2006/B63C/JP2006-232109.shtml 

17 このような現象が限りなく繰り返され、溺れが 広がっていく。崩れた岩や砂は大沢川の谷底 にたまり洪水時に下へ流される。 

http://huhac.com/1208fujisan.pdf 

18 １ 溺れは，気道や肺に水が入ってしまったため呼吸できなくなるものであ り，水が鼻に入ったとき反射的に呼吸が止まってし

まうことはない。  

http://www.scienceplus2ch.com/archives/4528522.html 

19 ＤＡＮアメリカメンバー １． 溺れ（７０％） ２．ＡＧＥ（エアエンボリズム１４％） ３．心臓病（１４％） ■ＤＡＮヨーロ
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ッパ １． 溺れ（７０％） ２．心臓病（１３％） ３．ＡＧＥ（１２％）  

https://oceana.ne.jp/accident/9521 

20 数個の巣箱ならば、問題ないでしょう、田舎の家ならばね！ 大きな川、湖があると・・・飛んでる途中で、落下・・・溺れが無

いとも限らない！ 

 http://bee8-pet.blog.so-net.ne.jp/2006-11-13 

21 ただ、多くのマンモス達は大洪水による溺れが死の原因だとしたら、あの時代に大洪水が起きたのかもしれません。 

http://www.xn--l8ji6b8dbd9a6a7e0hd.com/archives/20120428-1.html 

21 して本日、太東海岸では子供の溺れがあり、サーファーによる救助が行われたとのことでした。夏だけでなく、年間を通したラ

イフガードの必要性を改めて痛感しました。 

http://blog.canpan.info/j-pro/monthly/200705/2 

22 月～８月の間、海水浴場にてパトロール業務を行います。危険な様子がないか監視するだけでなく、溺れが発生した場合には救

助に、怪我をしたり体調の悪い人への応急手当なども行います。 

http://senshuslsc.ninja-web.net/whatlifesaving.html 

23 初めて海難事故（溺れ）を見た。 

高校生が波にさらわれて亡くなったんだけど、ヘリコプター１機と海猿 4名 

そして地元の消防（レスキュー隊員）多数、警官・・・・ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q115535081 

24 では、この見ているだけではわかりにくい子どもの溺れをどうすれば気づく事ができるのでしょうか？ 

http://strawberry-branch.net/734.html 

25 信じられないかもしれませんが、ダイバー事故の九十九％は溺れなんですね。 

https://books.google.co.jp/books?id=X4UiCwAAQBAJ&pg=PT130&lpg=PT130&dq=%22%E6%BA%BA%E3%82%8C%E3%82%92%E2%80%9D&so

urce=bl&ots=2Zer1l5o_e&sig=G-

1ch3mFts_KZ9fH8T8jB91ZVcs&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjKhujw2aDPAhWBKpQKHaubD8QQ6AEIVjAH#v=onepage&q=%22%E6%BA%BA%E3%82

%8C%E3%82%92%E2%80%9D&f=false 

26 まず、本研究では溺れを早期に検知するために、溺れパターンの調査分析を行なった。溺 れには大別すると２つのパターンがあ

る。 

http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/bitstream/2261/57266/3/A29680_review.pdf 

27 iSwimbandで子供の溺れを防ごう！ 

http://sakidori.co/article/752 

28 溺れを模擬した波の発生には，本研究で制作した造 波装置 (Fig.4) を用いた． 

http://www.dh.aist.go.jp/jp/general/2009/HumanBehaviorUnderstanding/KeigoHiratsuka.pdf 

29 【お風呂が原因の溺れを防止するために】お風呂を沸かしている時に子供が風呂場へいって溺れないように、お風呂の蓋は硬い

ものを使用する事をおすすめします。 

http://itsudemoplus.com/post-2218-2218/ 

30 緊急時に水面で浮力を確保することができ、溺れを防ぎます。 

https://www.padi.co.jp/visitors/program/pool_2.htm 

31 入浴での移動に伴う事故（転倒や溺れ）の撲滅 

院内感染（疥癬など）の予防 ＜施設の場合＞ 

 http://wcb.co.jp/merit-4 

32 ９ 水中拘束又は溺れに関し、次のうち正しいものはどれか。 

http://bukubuku.biz/pastquestions14b.html 

33 これまで何度もニュースなどで、冷水に溺れた子供が 20 分以上も呼吸を停止していて、後遺症無く蘇生されたという話を聞き

ます[11]が、人間の潜水反射が溺れを防いだと言われています[12]。 

http://pro.cocomo.jp/?p=396 

34 あやうく２度目の溺れを経験するとこでした。思い出すとなんでなんでコイと泳いでたのか意味がわからん。この意味わから

なさが怖い。 

http://www.taiyaki-

oyako.com/entry/%E6%9C%AC%E5%BD%93%E3%81%AF%E6%80%96%E3%81%84%E7%94%B0%E8%88%8E%E3%81%AE%E3%81%AE%E3%82%93%E3%81%

AE%E3%82%93%E3%81%B3%E3%82%88%E3%82%8A 

35 いろんなパターンの溺れをちびっ子に見せてやりましたよ。 

http://ameblo.jp/yoshida-donku/entry-12168383170.html 

36 スノーケリング中の溺れを発見。状況を確認しながら慎重に 

http://oceanfamily.jp/cands/rescue/canoe/index.html 

37 作業船から（溺れを除く） 

http://www.port-of-nagoya.jp/kyoutsu_siyousyo/kouji/kinyuuyouryou.pdf 

38 緊急時に水面で浮力を確保することができ、溺れを防ぎます。 

http://www.d-poc.jp/skills.html 

39 溺れを防止する物ではありません 

http://www.swimtrainer.com/downloads/604/21japanese2015.pdf 

40 【ライフジャケットで溺れを防げる】 

「溺れ」を防ぐのにもっとも効果があるのがライフジャケットです。 

http://yagaijuku.blogspot.jp/2013/06/blog-post_9.html 

41 ・ライフジャケット：淵など深みでの溺れを防止するため ウェットスーツの上に着用する。ただし、魚類目視調 査時には着用
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せずウェットスーツのみとする。 

http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/05_jimusho/jikobo/h25happyokai/ronbun/12_hpco01.pdf 

42 浮き輪等で浮かんでいる利用者が多い為、利用者の身長が水深に対して十分でない場合には、他者との接触や波等により浮き輪

等が反転し溺れることがあるため、迷惑行為の排除を反転等による溺れを早期発見と救助を主眼においた監視を行う。 

http://pool.her.jp/hou-tekisei.html 

43 半分にすることで、ゼリーの深さを減らし、小型のクワガタに良くあるゼリーでの溺れを軽減することがで

きます。  

http://www.mushi-sha.com/products/detail.php?product_id=412 

44 【浴室での溺れ】 自宅の浴室で母親と子ども２人で入浴し、母親が先に次男を 浴槽から上げ、５分後に浴室に戻ったところ、

４歳の長男が溺れていたため１１９番 通報（４歳男児・重症）。 

http://www.city.higashikurume.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/528/25051501.pdf 

45 石塚：そうなんです。溺れを自覚して回復できると、これはポジの方の意味での溺れなんですね。溺れを溺れとも思わないで、

そのまま溺死してしまうとネガなんです。 

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Cafe/2663/ishizuka/11.htm 

46 乗船の際は河童を着用すればさらに安心です。落ちたとしても救助専用コートで溺れを防げます。 

http://activityjapan.com/publish/plan/6445 

47 狭いお風呂の溺死は以外と先進国の中で日本は多く、お風呂が狭く、高齢化、核家族化で溺れを発見されにくいためです。水位

が低いほど身動きが取れず、またお風呂で寝ることも大変危険ですね。 

http://lineq.jp/q/42078282 

48 「あぁ…やはり常連としては今後の遭難者のためにも模範的な溺れを見せておかないと、と思ってな…」 

http://himemesblog.blogspot.jp/2013_08_01_archive.html 

49 一度、依存症なり、欲への溺れを乗り越えた人間は強いですよ。 

本能というものの恐ろしさを身体で理解していますから。 

http://ttanaka160202.com/fukugyou/mailconsaru.html 

50 ウエットスーツは浮力もあるので溺れを防ぐ一助になるし、保温性の面でも怪我を防ぐ面でも、もっとウエットスーツの着用す

る習慣が広まってほしいものだ。 

http://www.cnac.or.jp/posts/post71.html 

51 1. 必ず保護者の監視のもとでご使用ください。 

2. お子さまの溺れを防止する商品ではありません。 

http://www.dadway-onlineshop.com/sp/display/item/?di=4813 

52 海外では溺れを監視する光学的装置の提案があるが、非常に高価であるとされ、実際の現場への採用が難しく、国内への採用は

一例もない。我が国のプール、海・川の実情に合った監視システムが求められている。 

http://www.j-tokkyo.com/2007/G08B/JP2007-026331.shtml 

53 三作とも偶像破壊的な逸話も紹介している。アレキサンダーでいえば、主人公の同性愛指向についても踏み込み、『Aviator』で

あれば主人公の派手な女性遍歴を描き、『Ray』ではレイのヘロイン中毒ぶり、女性との不倫関係を如実に描写している。レイの

女性への溺れを見ていると、「女好き」の沖縄ミュージシャンの姿と、重なった。 

http://www.pot.co.jp/oikenparis/uekusa.html 

54 ご使用の際の注意事項① 

1a. 溺れを防止する物ではありません。 

1b. 人命救助用ではありません。 

http://www.saiyasune.com/J4039184101100.html 

55 流れ、溺れを危惧し、人数は四名までとさせて頂きます。 

http://x.z-z.jp/thbbs.cgi/versusyou/16442/ 

56 ライフジャケットの着用は溺れを予防すると共に、水遊びを積極的に楽しめることにつながるとのこと。 

http://iko-yo.net/articles/539 

57 雪「今回はバッチリ華麗な溺れを決めてやるぞ。」 

http://yukkisim3.seesaa.net/article/380107371.html 

58 ストップ！ストップ！ 

と心の中で思うくらい 

幸せな溺れを感じる。 

https://filmarks.com/detail/62633 

59 溺れを予防するには、潜水前に、潜水器具・設備 の十分な点検、整備を励行する。 

http://xn--zqsr26bijc.com/wp-content/uploads/2014/05/h2101.pdf 

60 服装を見ると、できるだけ体を覆って、 

怪我しないように注意していたり、 

浮き具で溺れを防いだりしています。 

http://toro-p.blog.so-net.ne.jp/2015-08-13-1 

61 お子さまの溺れを防止する商品ではありません 

https://helpubuy.dimbuy.com/item/rakuten/twinklefunny:10001265 

62 

 

本 来 、学 校 の プ ー ル は 溺 れ を 防 ぐ た め に 浅 め に 設 計 さ れ て い ま す の で 、飛 び 込 み を 行 う 事 自 体 に 無

理 が あ る と 言 わ れ て い る に も か か わ ら ず 、 今 年 も ま た こ の 様 な 事 故 が 起 き て し ま い ま し た 。  

http://www.tochoukyou.jp/message/20160928.html 

63 ■必ず保護者の監視のもとでご使用ください。 
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■お子さまの溺れを防止する商品ではありません。 

http://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/4203167/ 

64 

 

【お風呂が原因の溺れを防止するために】お風呂を沸かしている時に子供が風呂場へいって溺れないように、お風呂の蓋は硬い

ものを使用する事をおすすめします。 

http://itsudemoplus.com/post-2218-2218/ 

65 溺れを防ぐ 

お風呂や洗面器・バケツなどに水を張りっぱなしにしておくと、思わぬ事故の原因になります。 

http://maternity-march.jp/haihaiyoi1001/ 

66 水の恐怖 沢登りにおける溺れの実態 (特集 沢登り初めの一歩) 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40005415716 

67 本研究ではこれらの２つの段階について、溺れのパ ターンに応じた複数の新しい手法を提案し、その有効性の評価検証を行っ

た。 

http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/bitstream/2261/57266/3/A29680_review.pdf 

68 水の恐怖 沢登りにおける溺れの実態 (特集 沢登り初めの一歩) 

http://ci.nii.ac.jp/naid/40005415716 

69 本研究ではこれらの２つの段階について、溺れのパターンに応じた複数の新しい手法を提案し、その有効性の評価検証を行った。 

http://repository.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/dspace/bitstream/2261/57266/3/A29680_review.pdf 

70 したがって，センサ浮体部の鉛直方向の振動のみに着目し，鉛直方向の加速度を検出する単軸加速度計を配置 することで溺れ

の際の異常波を確実に検出する機能が 短軸の加速度計で実現可能であると考えられる．セ 

http://www.dh.aist.go.jp/jp/general/2009/HumanBehaviorUnderstanding/KeigoHiratsuka.pdf 

71 子どもの溺れ事故を防止するためには，溺れ事故の発生を防ぐ「環境・製品」の改善と，溺れの原因となる残し湯をしないよう

に注意したり安全な製品を購入するといった「人の意識・行動」変容の両方を包括的に進める必要がある． 

http://sakura.sensing-db.net/technology.php?tid=73 

72 気道や肺に水が入って反射的に息が止まってしまう。 

・どこに、水が入った場合に溺れの原因になるのか？ 

・反射的に息が止まってしまうこと。 

http://xn--zqsr26bijcf54bknq.com/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%95%85/ 

73 川に落ちて溺れる、泳げなかったので溺れる、というように溺れの原因の多くは人の不手際にあります。 

http://www.sugipro.co.jp/kouza/contents/dekisui.html 

74 ３ 溺れの予防 

①入浴時の事故 → 浴室では、子どもから目を離さない。 

http://www.city.yokohama.lg.jp/shobo/18syosyo/tsuzuki/h28kodomokegayobou.pdf 

75 溺れの要因としては、体力、水泳力の過信で、目的地へたどり着く前に体力の限界。 

http://dokujyoch.net/archives/70807748.html 

76 【学科】 

・責任と義務 

・溺れの生理学 

http://poolsafety.jp/web/?page_id=35 

77 溺れとは、意識を失い肺に水が入った状況をいいます。溺れの事故を起こさないために、さまざまな安全管理の方法が考えられ

ます 

http://oceanfamily.jp/cands/lead/snorkeling/index.html 

78 減圧障害や溺れの応急手当として重要性が高い酸素ですが、同時に可燃性のガスなので、取り扱いのトレーニングが必須です。 

http://www.danjapan.gr.jp/service/training 

79 スヨファフォスは数年前にショーン・ベイカーというカヤッカーがアクシデントに遭ったことから「溺れの滝」として知られて

いる。 

https://www.redbull.com/jp-ja/a-wet-and-wild-waterfall-road-trip-in-iceland 

80 溺れの危険性も考慮し、浮力ベストも必ず着用してください。 

http://jah.co.jp/snk_top.html 

81 溺れの大半は、飲酒によるものです。お酒を飲んでからの遊泳はやめましょう。 

http://lifesaving.or.jp/beach%20guest/1.pdf 

82 人はなぜ溺れるのかー溺れのメカニズム 

ライフジャケットの重要性について 

http://shinnosuke0907.net/740/ 

83 減圧障害や溺れの徴候や症状のあるダイバーに緊急用酸素を供給するために必要な知識とスキルを紹介した内容です。 

http://www.missocean.co.jp/?p=2199 

84 宿舎にもどって、満腹の後に、脱水、熱中症、低体温、溺れのレクチャー。誰が最初に落ちるかと思いきや 2時間覚醒キープ。

講師は終了と同時にその場で VPU。 

http://weaj.jp/wfa-ogatsu-course-report/ 

85 陸上から水面の人を手助けする方法（溺れの対応） 

http://truenorth.jp/news/8390/ 

86 また、水中での咳込みは溺れの原因にもなります。 

http://www.seasir.com/safety/term.html 

87 溺 れ の 事 故 防 止 機 能 に は 、 浴 槽 底 の 滑 り 止 め 加 工 や 浴 槽 内 の 手 す り が あ り ま す 。  
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http://cafecipriani.com/before_deciding.php 

88 しかし、水中でこのような症状が起こり、急激に浮上するとエアエンボリズムや溺れの危険性がある。 

https://kotobank.jp/word/%E9%85%B8%E7%B4%A0%E4%B8%AD%E6%AF%92-688833 

89 そして、水圧で腹部が圧迫され嘔吐することもあり得ますが、慣れない水中での嘔吐は溺れの原因につながります。 

http://www.mihoclinic.com/dw9909.html 

90 DAN酸素プロバイダーインストラクターコースは、減圧障害や溺れの応急手当として非常に有効である酸素。 

http://msdiving-p.jp/?page_id=917 

91 波打ち際の砂の海底には、波の作用などで穴が掘られていることがあります。踏み込むと捻挫などのけがをするほか、溺れの原

因にもなります。 

http://www.cone.jp/html/special/SHB/3-1.html 

92 カメラを用いた溺れのモニタリング 

http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/17030801.pdf 

93 溺れの例 ・池に落ちた弟の靴を岸から拾おうとして、誤って池に転落し、溺死した。〔６歳〕 

https://www.mlit.go.jp/common/001086962.pdf 

94 すべてのこのデータは、溺れの目撃者たちの 

「何が起きたのか分からなかった。（子供は）そこにいて、見てたのに（一瞬に）消えてしまった」 

という表現を明らかにするものです。 

http://teppeiyama.exblog.jp/16361808/ 

95 水 中 で 起 こ る と 、 痛 み を 起 こ し た 部 位 の 近 く の 関 節 が 思 う よ う に 動 か せ な く な り 、 慌 て て し ま う と 溺

れ の 原 因 と な る こ と さ え あ り ま す 。  

http://japanda-ch.jp/trouble/sports/500225.html 

96 溺れの原因は複合的なもの。 

生きてるといろいろあります。 

http://white-jazz.cocolog-nifty.com/shimotaka/2008/03/post-2db9.html 

97 システムでは、ドローン人が自動的に溺れの危険性、正確なポイントに到達することができます。 

https://businessmonkeynews.com/ja/patentan-un-sistema-de-salvamento-con-drones-para-emergencias-cercanas-a-la-

costa/ 

98 しかし、水中でこのような症状が起こり、急激に浮上するとエアエンボリズムや溺れの危険性があり、その他にも、視力の低下

や一部の網膜剥離を招いてしまうこともある。 

http://kaiyo.webcrow.jp/posts/post_archive.html 

99 次に溺れについて。 溺れの多くは、「ライフセーバーや監視員のいない環境」で起こります。 

https://togetter.com/li/839735 

100 解剖された例では、溺れの所見が２５％にみられ、２４％でアルコールが検出されたという。 

http://www.sansikai.com/illness01.html 

101 昨年を例に挙げると都蘭消防所では、火災警告 14 件、交通事故救助 5 件、溺れの救助 1 件となっており、正に地元住民の 7-11

とも言えます。 

http://www.taitung.gov.tw/jp/News_Content.aspx?n=3CC769DDF64E867D&sms=FA94DF276F0D33EA&s=BA23D2D8467A1F1F 
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20．「傾け」に関する用例 

番号 用例 

1 急な角度をつければ一気に転がるし、ゆるい角度にすればゆっくりころがる。 

うまく端末の傾けを調整しながら、ボールを安全に穴に運ぼう！ 

http://game.dmenu.smt.docomo.ne.jp/rss_post/rss_post-72999/ 

2 カヤック 2 リバーカヤックの醍醐味は流れの中での機敏な動き。 行きたいところへ自由自在行くために様々なテクニックを

使います。 パドルを使うテクニックが半分とすると、残りの半分はカヤックの傾けを使ったテクニックです。 

http://ferryglide.jp/2015/05/25/%E3%82%AB%E3%83%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%92%E5%82%BE%E3%81%91%E3%82%8B%EF%BC%8

8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%EF%BC%89%E2%91%A0/ 

3 ヨッシーはミッションの途中で変身することができる。傾けを利用して移動する。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%B8%87%E6%9C%89%E5%BC%95%E5%8A%9B 

4 今回は傾けを意識していく。 

 １）ロングオフセットでいつもより少し傾け 

 ２）切り返しでもしっかり傾ける 

がテーマ。 

http://legacy-blog.way-nifty.com/blog/2015/09/hms190-123-a047.html 

5 傾けやすいよう、本体を正面に構えます。 「セイッ（ロアンの掛け声）・うん・タン」のリズムを意識して、「うん」のタイミ

ングから本体を傾けはじめて、「タン」の時には 傾けを終えておくのがコツです。 

http://r.sega.jp/other/faq.html 

6 

 

プルームボーゲンで「ハの字」に脚を開いているのは、ブレーキをかけてゆっくり滑るためでなく、 

腰の下から少し離れるように体の横側にブーツを位置（股関節の外転）させることで、スキーの傾けを生み出す、 

そこに自重を有効にかけて、除雪抵抗（雪をかき分けて：snow plow）を得ながら、【スキーが回転する】ためです。 

http://www.iplus.jp/~takekawa/a_20170312/ 

7 

 

テレポートをする際、方向指定のためにスティックを傾けますが、その傾けを浅くする(地上歩きをする感じ)ことでテレポー

トの距離を短くできます 

また地上においてのみ、スティックを斜めに傾けることで同じように調節できます 

http://sumamate3ds.com/diary/459/ 

8 試験中、設定された角度に PWS の傾けを行い、汲み上げた試験水を PWS へ散水します．設定された時間間隔ごとに傾け方向

と角度をかえては散水を繰り返します。 

http://www.tetras.uitec.jeed.or.jp/files/specialized_and_applied_challenge/download_file/kadai546.pdf 

9 

 

上体の傾けを行った後に右足を動かす 

http://billiardblog.hatenablog.jp/entry/2017/03/31/200000 

10 重い荷物の手動による動かしまたは傾けを補助する装置（ローラウェイＢ６５Ｇ１３／００；タルまたはオケを傾け空にする

ためのものＢ６５Ｇ６５／２４） 

https://www.jpo.go.jp/cgi/cgi-bin/search-portal/matrix/matrix.cgi?view=20&tc=3F032 

11  ターンをしている間はフネの傾けを緩めずに一定の角度で維持する。 

● 目線は常に進行方向の少し先。 

● 頭をターンの内側に傾けない。 

http://paddlertama.com/stream/vol30/vol30_4.html 

12 

 

大型のホイールが乗ることをもっとしっかり、より安全。大ホイール、カーブの傾けを減少、グリップ性能と安全性能をアッ

プする。見た目が最高仕様にみえる。 

http://www.airwheel.net/jp/product/x6 

13 

 

ブレーキリリースと車体の傾けを「同期させて」行うのがポイントで、フルバンクになるまでフロントサスが縮みっぱなしで、

かつフルバンクになったと同時にブレーキリリースが終了するのが理想。 

http://yppts.adam.ne.jp/hobby/bike/rensyu.html 

14 
そのままの位置を保ちカップの傾けを戻すのに合わせてピッチャーを動かす 

https://www.facebook.com/doubletallcafe/videos/848065902006788/ 

15 スワイプと端末の傾けを融合させた操作性が、難しくも楽しい！ 心地よい音楽も相まって、気付けば繰り返しプレイしている

中毒性があるぜ！ 

https://androider.jp/official/app/4f0964397b46e464/ 

16 歯の傾け  

駆動歯車のピッチ曲線の長さを[Zθ]等分し、各節 点に一つの歯を配置すると同時に、その傾けを節点 でのピッチ曲線の法線

（接線方向に垂直）方向にす る。 

http://www.graphicscience.jp/_files/branch_touhoku/2005-3%E5%B5%AF%E5%B3%A8.pdf 

17 スラッシュテールは、左旋回で右に傾け、旋回が始まったら、左スティック（ラダー）で傾けを左にするか、傾けを無くすと、

旋回が安定します。 

http://www.microworlds.jp/logo1/inakakoubou/ 

18 

 

体の傾けを無くし、顔の傾けで体もやや傾ける方式にして、PARAM_BODY_ANGLE_Z を空ける 

http://live2d.wiki.fc2.com/wiki/%E6%84%9F%E6%83%85%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E4%BD%9

C%E3%82%8A%E6%96%B9 

19 吸引時に45度以上の傾けを続けた時や、吸引後に専用スタンドを使用しなかった時、吸引カップからモーター本体へ鼻水が逆流する

場合があり、モーター故障の原因になります。 
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http://www.trandk.co.jp/product_1.html 

20 

 

3軸加工では、干渉を避けるために突き出し量を長くしていたが、5軸加工では、傾けを調整することで、短い突き出し量で精

度の高い加工ができる。 

http://www.cadjapan.com/topics/cam/150701_fiveaxis.html 

21 画面移動、ズーム、傾けを行ってシーンをナビゲートし、新しい地表面サーフェスの表示をより見やすくします。 

https://learn.arcgis.com/ja/projects/get-started-with-arcgis-pro/lessons/explore-3d-data.htm 

22 そして断念の経験も重要です。人は思うようにならないことにフラストレーションを感じるのではなく、それよりも次に出来

る選択肢を見つける思考力と意識の傾けを培うことも大切なのです。 

http://www.preschool.tokyo/contents/freedom.html 

23 右上の小さいボタンはブルーモードへの変更ボタンです。このモードにすると、傾けを行った段階でアプリを自動的に終了し

てくれます。便利なのでブルーモードは ONにしておくと良いでしょう。 

http://namablack.blog.fc2.com/blog-entry-251.html 

24 図 2 端末の右上が上になるようにいい感じに斜めに持った例（左：Android、中：iPhone、右：UWP） これは図 1で行った X軸、

Y 軸 、 Z 軸 に 対 し て の 各 プ ラ ス 方 向 へ の 傾 け を 全 て 半 分 ず つ （ ＝ 45 度 ず つ ） 行 っ た 状 態 だ 。

http://www.buildinsider.net/mobile/xamarintips/0064 

25 赤線のように上転位で外転位（内転位が最も偏位が出る）の ままになるように顎を下げ顔を左へ向け、内方回旋をしなくて す

むように又は修正するために反対回旋の外方回旋が起こる 左への頭の傾けをする。  

http://panda-

ort.com/6%EF%BC%8E%E7%9C%BC%E7%90%83%E9%81%8B%E5%8B%95%E6%A4%9C%E6%9F%BB/%E2%97%8B%E7%9C%BC%E6%80%A7%E9%A0%AD%E4

%BD%8D%E7%95%B0%E5%B8%B8%E4%B8%80%E8%A6%A7.pdf 

26 

 

動物ボールを転がして、ゴールまで導く傾けパズルアクション。 

iPhoneを小さく傾けると動物だけが、大きく傾けると画面上のものすべてが移動するので、傾けを使い分けて遊ぶパズルとな

っている。 

http://www.gamecast-blog.com/archives/65861209.html 

27 ロワウィングを取付ける時は前後の傾けをチェックして上側と同じくマーカーで位置をけがいて翼たんくんで 

はさんでのり付けして下さい。 

http://studo27seisaku.blog.fc2.com/blog-category-11.html 

28 

 

(ア)   今より身体の多くの部分がターニングポールの外側を通るために、スキーの傾けには限度があった。 

(イ)  スキー板の特性が、今よりもたわみと傾けを重視しなかった。 

http://futurealpineski.blog.jp/archives/1054285816.html 

29 前記事前決定された動きが、ある量の前記第２の傾けを含む、請求項２に記載の方法。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2016535363 

30 ブレーキや傾けを上手く使って 

”脱線しない限界スピード”を攻めるのが 

勝利するポイントだよ。 

http://app.ankokusha.com/category/app-

review/game/%E4%B9%97%E3%82%8A%E7%89%A9%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC 

31 

 

二つ目のリモコン壊れていないですか？ 

リモコンの傾けを使用するソフトで確認してみてはいかかでしょうか。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/41191010168/SortID=7658316/ 

32 単に「直線」を回転させて、ドーナツ状を作り、それに「コントロールポイントの追加」で、分割線を入れ、ひとつおきに選択

したら、縮小します。 

（ここまでは前回と同じ）そのあとで、ひとつおきに、上に傾け、下に傾けを繰り返します。 

http://lounge.shade-online.jp/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=1195&forum=1 

33 引き延ばし、傾けを行うときは、[拡大縮小]ツールを長押しして、表示されたメニューから[引き延ばし]、[傾け]を選択しま

す。 

https://www.clip-studio.com/clip_site/support/faq/detail/svc/31/tid/22948 

34 

 

流れの中でカヤックを操作する際に多用するのがリーニング（艇の傾け）を使った操作。 

リーニングを使う際に大事なのが膝でカヤックをコントロールする事。 

http://www.init003.com/topics/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89%E6%94%B9%E9%80%A0/ 

35 デザイナー自身も愛用するアイテムは、海外からの評価が格段に高いもの。 

丸めて持ち運べるモビリティ性、ツバの傾けを始めとするアレンジ力の高さも魅力です。 

http://shop.5-min.jp/?pid=107320640 

36 調節してると、距離によってスティックの傾けを自ら調節しちゃうから難しいよね  

感度変えても自分の指がある程度対応しちゃってどの数値でも同じという、、、 

http://ovasoku.biz/archives/19366125.html 

37 

 

③上半身をそらして、ふたたび②の姿勢に戻します 

④組んだ両手を上に伸ばしたまま、 

 上半身を右へ傾け、次に左へ傾けます 

伸びと左右への傾けを１～２分間行ってください。 

http://tvkenkoclub.seesaa.net/article/444241132.html 

38 こっちから相手の頭が見えてなくても、相手からはこちらの足が見えてることがあります。 

対策としては障害物からリーン（銃口の傾け）をしてから頭だけ出すようにするのがいいです。これだけでかなり有利不利の
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幅が縮まります。 

http://tsurugilog.com/archives/566 

39 上体の傾け動作は、上体に傾けを付けるだけではエッジングとの関わりが無くなりますから、実戦では好ましくありません。 

http://tiski.exblog.jp/21056767/ 

40 ただ、摂取の終わり感を大切にするとかそういう気持ちで、持つを録画しているだけなんです。傾けを録画する奇特な人はシ

トルリンくらいかも。でも、構わないんです。遊離には最適です。 

http://www.derehamcommunitysupport.org/ 

41 

 

ポーズも前回から更に「コケ度」（傾け）を 

大きくしてみました。 

http://www46.tok2.com/home/ichidai/mita/ku-.html 

42 

 

右ターンから左ターン，あるいはその逆の，左ターンから右ターンに回転方向を変えていくには，身体の軸の傾けを変えなけ

ればなりません。 

http://olss.jpski.com/FeelingSki/fs10.html 

43 

 

これだけで横ボーダーの完成です。縦ボーダーにしたかったらさらに「傾け」をかけてください 

http://iradukai.com/making/559/5siage1.html 

44 

 

天井→ 定位置→ 地面→ 定位置→ 天井→ ...の傾けを繰り返すと・・ 

http://senj4.jugem.cc/?eid=801 

45 調子が悪い時はたいてい傾けがズレてきてる 

http://matome.tomatalk.jp/tsumtsum/detail/1263951/ 

46 足首の傾けがクセになって、後頭部の下方向に慢性的に引かれていると 

http://www.yusuke-kimura.info/blog/360 

47 

 

K島さんからちょこっとコメントでは、 

もっとバイクを傾けたほうがいい 

というのがありました。 

http://legacy-blog.way-nifty.com/blog/2015/10/hms191-09-af46.html 

48 さて、話がズレてしまいましたが、 

フレーム、足の部分ともに傾けが終了していましたね。 

最終的な構図が完成しましたので、 

ここでレンダリングしてみましょう。 

http://www.nichibun.net/applications/collection/fn2001/1115/5-8.htm 

49 割れている部分の間隔が少ない万年筆でも、傾けがない持ち方、つまり万年筆をまっすぐに持って書きますと、平均的に力が

あたり、ペン先が左右に開くので音はしません。 

https://www.nakaya.org/faq.aspx 

50 

 

動画と同じブレーキのタイミングでも、ハンドルの傾けが浅かったり、アクセルを踏むのが短かったりすればランプは点灯し

ません。 

https://games.yahoo.co.jp/qa/detail?qid=13166563428 

51 車の傾けが 45°を超えた、例えば AirWheel 電動一輪車が転んで、制御システムが傾け対策を起動して、電機はすぐ回転を停

止して、高速回転の電機は人を傷つけることを防ぐ。 

http://m.airwheel.net/jp/product/s3 

52 

 

バイクの傾けがやや大きく、脚をあまり出さないフォームで無理なつっこみをせず立ち上がりで捌くタイプである。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%9E%97%E5%95%93%E4%BA%8C 

53 ヒトの側頭骨 の３次元解析より，後半規管は矢状面より５６度， 前半規管は４１度の角度を有していたとの報告１３）も あ

り，個体によっては４５度の傾けが至適ではなか ったかもしれない。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jser/68/4/68_4_199/_pdf 

54 

 

携帯の傾けが中々シビアな判定なので、寝っ転がりながらプレイ出来ないところがちょっとネックかなーと感じてる私です。 

苦手だと思う人は、あんまり傾け過ぎない事と、音を聴くのが良いと思います。 

https://pokekorog.com/hoshiwatari/ 

55 内側の 234 個の突起により、お米同士の摩擦で全体をムラなくほぼ均一に研ぐことができる。一体型の持ち手により、ボウル

をしっかり固定したり傾けが容易。耐久性のあるステンレス製。洗米や野菜洗いや和え物づくりなどにお使いいただける！ 

http://kakaku.com/cookware/ss_0030_0002/0020/%90%F4%95%C4/search_itemlist.aspx?ssi_kw=%90%F4%95%C4 

56 

 

スピードが遅い緩斜面では、なんとかなるものの、急斜面では、ターン外側のスキーの傾けがあまく、また、せっかく作った

傾きなのに、「スキ―の傾きを緩めることなく、除雪抵抗を受けとめる」のではなくて、「外スキーに乗り込もう」とし過ぎて、

上体がターンの外側に動き、結果、スキーの傾きが緩むポジションの方が多く見られました。 

http://www.iplus.jp/~takekawa/a_20170312/ 

57 

 

アイテム欄から砂時計をタップしてズームした状態で、スマホを二回傾ける（傾けが成功すると上の所が青くなる。） 

https://www.applizm.com/2016/09/09/%E8%84%B1%E5%87%BA%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0-in-my-heart-%E6%94%BB%E7%95%A5-

room5-room7/ 

58 

 

 特殊な姿勢変えの手助け設計 ベッドの左右への傾けが可能／揺れ動きを定時的に繰り返す 姿勢変えや介護に便利 

http://www.dahe-liuhe.com.tw/jpn/products1.html 

59 ※ 商品の高さが扉より高い場合は商品を傾け、くぐらせるように中へ入れます。エレベータ入り口付近で商品の

傾けが可能なスペースが十分にあるかご確認下さい。 

http://www.masterwal-shop.com/route.html 

60 押し込みと左右への傾けが可能だが、押し込みはかなり硬くて押しにくい。 
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 http://filone.blog.fc2.com/?no=248 

61 

 

さて、セルフステアのことを先に書いてしまったけど、肝心の傾けがうまくいかないと、セルフステアは発生しない。 

http://ch-mage.hatenadiary.jp/entry/2015/08/10/193500 

62 おしゃれに横に流した前髪が目にかかっていることで 

無意識に首が髪を流している方に倒れてしまう 

この「首の傾け」がコリの原因になるので、 

家に帰ればピンやゴムで前髪を留めるなどしてください 

http://www.nara-gakuenmae.com/blog/2010/11/post-7-40113.html 

63 

 

「曲がりきれない」というのはバイクの傾けが足りないかスピードが高すぎるかのどちらかだ。 

http://www2s.biglobe.ne.jp/~casa/g-tokusyuu-9907.htm 

64 角度を振って取付ける場合は 40°以上の傾けが必要です。柱からデザインフレームの角がハミ出ないように取付 けてくださ

い。 

http://www2.toex.co.jp/rp/dfw/exsas4/torisetu/files/E31302A.pdf 

65 メンテ時は 

タブの傾けが可能 

作業が楽 

http://www.fujikogyo.co.jp/z/z.html 

66 

 

逆にいえば、セルフステアリングを有効に機能させるためには、 

適度の車体の傾けが必要ではあるが、 

過度な傾けは必要ないということです。 

https://mail.os7.biz/bd/VDF5/314176 

67 指導内容の確認：指導箋に「出口を下にして」との記載がある が、容器の傾けが足りず薬が滴下されていない場合が多数 

http://www.jyuujin.com/img/pages/lab/report_1010_01.pdf 

68 前輪は左右に少しだけ傾けられる用にできております。傾けが不要の場合ロックもできます。 

迅速な発送にてお早い入手が出来ました。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC-%E6%A

D%A9%E8%A1%8C%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC

%EF%BC%A4%EF%BC%B8%E2%85%A2-M%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA/dp/B005Y01AC8 

69 Transformメニューの Move/Routateで、リングを若干傾けさせます。今回は 5.0degでしたが傾けが足りず、冒頭の「縮こまっ

たバネ」になってしまいました。 

http://pineplanter.moo.jp/non-it-salaryman/2015/08/22/%EF%BC%93d-cad%EF%BC%88123d-

design%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%83%90%E3%83%8D%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%81%A3%E3%81%9F/ 

70 

 

傾 け す ぎ る と 側 面 が 抜 か れ ち ゃ う し 、 傾 け が 足 り な い と 正 面 で 弾 け る 確 率 が 下 が る 。 そ こ が 難

し い 。  

http://wikiwiki.jp/wotkncl/?WoT%CD%D1%B8%EC%BD%B8 

71 

 

傾けが強い 

傾けが弱い 

図 8 上半身と下半身をトータルで一直線にしたまま傾ける(傾ければ傾けるほど低く跳べる) 

http://www.asahi-net.or.jp/~mi3t-ysok/richi.htm 

72 

 

試料の X,Y,Z,移動、回転、傾けが可能な 5軸マニュプレータを搭載しています。 

http://www.ites.co.jp/guarantee/index/ndt/jirei_xray.html 

73 首を動かさず前を向いたまま飲めるため、飲みやすく、運転中などに安全性を高めることができます。 

傾けが少なくてよいため、幼児でも注ぎやすく、液体がドボドボいきません。 

http://turtlebottle.com/introduction/ 

74 先日は今泉にある Hair & make joji で撮影 ♥ 

どうもいつも横顔か傾けが多めになる ... 

http://posters.jp/article/6501 

75 

 

胸部 

腰でボールジョイント可動、ある程度の回転と傾けが出来ます 

コクピットハッチが開閉 

http://hobbynotoriko.yumenogotoshi.com/mg-delta-plus.html 

76 

 

バイクは、速度が上がれば上がるほど車体を傾けないと(バンクしないと)曲がれないのですが、80km/hであれほど傾けが必要

だと思っていませんでした。 

http://yutorinote.com/motorcycle-5/ 

77 

 

正直、慣れが必要で、 

メニューの中には“トレーニング”まで収録されている。 

実際、トレーニングをやってみたけど 

自分の場合、タップと傾けが苦手なのが発覚・・・ 

http://kunkoku.livedoor.biz/archives/51436733.html 

78 

 

個人的にオススメなのは、下に普段の輝度を設定すること。iPhone を持って扱う以上、傾けが下に来るのが自然なので、勝手

に下の輝度が使われても困らないようにするためです。 

http://namablack.blog.fc2.com/blog-entry-251.html 

79 空間軸の傾けが不可避であるということがわかってくると思います。 
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http://irobutsu.a.la9.jp/kougi/rel/rel7.html 

80 ガラス製ミキシングボウルは大きくて重い、というイメージを容量は保ちつつコンパクトに仕上げた。混ぜやすい深い形状と

混ぜる際のボウルの傾けがしやすい形状を採用している。 

http://www.g-mark.org/award/describe/40867 

81 

 

３６０°のボールジョイントは回転・傾けが可能。プレゼンテーション、サウンドチェック、ビデオチャットの際に取り付け

用支柱を外してハンドルとして使用することが可能です。 

http://www.hotlinemusic.co.jp/onstagestands/tcm9160b 

82 

 

傾けのタイミングを合わせる事、および釣りの時間や天気によっても多少釣れる運が変わってきます。

http://www.segatoys.co.jp/support/faq/jewelpet/premiumheart.html 

83 

 

ここで、スイープについて一言。スイープはリーン（艇の傾け）が大事である。実際、本で見るのと実物（インストラクター実

技）を見るのでは大違い。 

http://www10.plala.or.jp/kayaker/kayak14.html 

84 

 

傾けのタイミングを合わせる事、および釣りの時間や天気によっても多少釣れる運が変わってきます。 

http://www.segatoys.co.jp/support/faq/jewelpet/premiumheart.html 

85 【Androidアプリ】タップと傾けで気軽にモトクロス！「Moto X Mayhem」 

http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/065/65886/ 

86 WY LEDキャンドル ボール型 つや消しグラス入り [息の吹きかけでの消灯、傾けでの点灯・消灯機能付き] WY-LEDCANDLE003B 

https://www.amazon.co.jp/WY-

LED%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB-%E3%81%A4%E3%82%84%E6%B6%88%E3%81%97%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9

%E5%85%A5%E3%82%8A-%E6%81%AF%E3%81%AE%E5%90%B9%E3%81%8D%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%B6%88%E7%81%AF%E3

%80%81%E5%82%BE%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%82%B9%E7%81%AF%E3%83%BB%E6%B6%88%E7%81%AF%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BB%

98%E3%81%8D-WY-LEDCANDLE003B/dp/B00H1S5W2K 

87 扇風機マークの動作にくらべ、ジャイロ機能は、手首の傾けで可能なので、無駄な動作がなく非常に便利ですが・・・・ 

http://www.afroasian2012.org/kihon/ruby32.html 

88 

 

音 110dB（自動車のクラクション、前方 2m範囲内） 

ドアこじ開けなど、外部からの強い衝撃や傾けで鳴ります。 

http://www.ekinko.com/blog/?p=534 

89 跳ね回って岩などを壊せる変身。傾けで方向を変える。これに変身しているときは無敵である。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%B8%87%E6%9C%89%E5%BC%95%E5%8A%9B 

90 注口が下部についているので、優しい傾けで数滴を注ぎ分けることが可能。 

https://www.craft-u.com/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB/ 

91 体の傾けを無くし、顔の傾けで体もやや傾ける方式にする これで PARAM_BODY_ANGLE_Zが空く 

http://forum.live2d.com/discussion/381/facerig%E3%81%A7%E3%81%AE%E5%8F%A3%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%96%B9%E3

%82%84%E6%96%B9%E5%BC%8F%E3%81%AE%E6%A4%9C%E8%A8%8E 

92 BF4も傾けでリーンできてたね、使わなかったけど 

http://fpsjp.net/archives/286551 

93 操作は端末の傾けで行います。 

https://android.app-liv.jp/001527062/ 

94 やわらかめになっちゃった；絶妙な傾けですっごくおしゃれ♡ 

https://cookpad.com/recipe/1846241 

95 

 

この傾けで回転力をつけてあげます。 

傾け過ぎるとフロント上げた時に捲れたり、滑って内側に崩れたりするので注意。 

http://faretbikes.com/?m=201304 

96 

 

主人公 Alfredo Jr.（アルフレード二世） の移動は、デバイスの傾けで行う。 

https://gamedeets.com/archives/151459 

97 

 

一方、ゲームとしてみた場合はどうだろうか。 

ティルトアクションの基本は傾けで移動すること 

http://www.gamecast-blog.com/archives/65396524.html 

98 エキマニもボディに干渉しやすくなります。 

最低限の傾けでファンネルを削る必要性が出てきます。 

http://www5a.biglobe.ne.jp/~pf60/CARBURETOR001.html 

99 

 

この程度の傾けで漏れるのか。そういう注意が注意の項目にないのだが。 

http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%90%85%98R%82%EA&bbstabno=2&topcategorycd=17&categorycd=21

60 

100 

 

 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃や傾けに対して警報音が響きます。 

http://diplomat-jpn.com/products/series/next/ 

101 LA23はテーブル・デスク・ディスプレイモニターの傾けに最適です。 

LA23 を使うメリットは下記の通りです。 

http://www.linak.jp/products/linear-actuators.aspx?product=LA23+DESKLINE 

102 

 

●衝撃や傾けに対して警告音が鳴る ON/OFF可能な「ビルトイン・アラーム」、覗き見防止機能を装備。 

http://www.askul.co.jp/p/H877849/?rtMode=affiliate&SAStruts.method=run&sc_e=cp_a_as_vc_ps_a_p_kakaku 

103 

 

ハンドルみたいに回したり左右に傾けたりしても無反応です(前後の傾けには反応します) 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10155049890 
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104 たとえば３６０キックフリップは両手の上がり具合上半身の傾けから。足のしゃくり方向。前方に突き出す前足の形。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10128415295 

105 車椅子を傾けから戻す時はゆっくりなこと。 

不安がちょっとでもあるなら絶対しないでね。 

http://ykomeguro.blog84.fc2.com/blog-entry-1525.html?sp 

106 小学生の頃は写真を見ながら、「どうやったらこれと同じになるんだろう」って来る日も来る日も脚の角度やら頭の傾けから肩

の角度まで一生懸命コピーしようとしていた。 

http://www.breakin.jp/binder/4?archive=200706&printable=yes 

107 

 

横滑り防止機構、ステアリングアシストの有無や感度、加速の自動/手動設定、ブレーキ アシスト レベルをセットしてレース

に挑め。ステアリング操作もタッチと傾けから選択できる。 

http://d.hatena.ne.jp/fritzza/20110328/1301299293 

108 「うん。身体の傾けから体重のかけ方、わかってきたみたいだね。もう一回やってみよっか？」 

https://novel.syosetu.org/57912/97.html 

109 

 

走行時はコンピューター制御となり車体の傾けから全て自動運転となる。 

http://hachan.hatenablog.com/entry/2016/12/16/160016 

110 図１Ｃ〜図１Ｆは、図１Ａのパノラマ写真のズームイン表示を、図１Ｂに示されるような起点位置および傾動軸の周りの０°

の例示的な初期の傾けから開始して、スクロールさせる例を示している。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2016533593 

111 

 

傾けた方が早くまわる 

傾けから逆に切り返す方がやりやすい 

http://legacy-blog.way-nifty.com/blog/2014/09/hms133-5-225f.html 

112 打球点とタイミングを合わせて、ラケットの傾けからをしっかりして、スイングを早くとるとうまくいきますよ 

http://lineq.jp/q/28359901 

113 講習の内容は簡単に言ってしまえば 

１：ターンの始動は膝の傾けから 

２：スタンスは広く保つ 

http://www.janis.or.jp/users/hpalpine/ski-zakkan-3.htm 

114 し ゃ が ま な い 程 度 の 傾 け か ら 出 す 下 強 、最 速 (着 地 隙 が 出 来 な い 範 囲 ) S J 空 上 、急 降 下 入 力 入 れ

て S J 空 後 は 振 っ て っ た 方 が い い 。  

http://sbx.wikiwiki.jp/?%A5%B3%A5%E1%A5%F3%A5%C8%2F%A5%AD%A5%E3%A5%E9%A5%AF%A5%BF%A1%BC%2F%A5%AC%A5%CE%A5%F3%A5%

C9%A5%ED%A5%D5%2F%A5%ED%A5%B02 

115 ４チャンネル赤外線リモコンにより前後左右、 

バケットの上げ下ろし、バケットの傾けまで自由自在！ 

http://mabio3027.naturum.ne.jp/c20129999.html 

116 キヤノン EF 85ミリメートル F / 1.2 Lと傾けまでニコン 300ミリメートル F / 2.8の速レンズのシミュレーションから/シ

フトし、モーションブラーが見え、露出 6はあなたに視覚的にクリエイティブなオプションの無限の配列を提供しています。 

http://mac.dailydownloaded.com/ja/graphic-design-software/photoshop-plugins-filters/7261-alien-skin-exposure-6-

download-install 

117 まあ百歩譲って Mii の作成画面が Wii と共通なのでなんとかなる（眉毛の傾けまでこだわってるとまた難しいかもだけど）と

して、せっかく 1キャラ作ったのに、友達まで自作を強制させるのが意味わからなすぎ。 

http://bloggingfrom.tv/wp/tag/ds 

118 あの受験直後の悲しみのペットボトルの量の傾けまでイメージに浮かび、  

いま、この学校とおもえるならなによりです！  

https://www.inter-edu.com/forum/read.php?2,908286,page=10 

119 日が西に傾けまで粘ったがアタリすらなかった。申し分のない川であったが、岩魚は一匹もいない川であった。 

http://kennyx.ktplan.net/library/iwanakeikoku.html 

120 

 

さらに進化してカーブも自動でハンドリングから、アクセル操作、傾けまでやってのけるかもしれません。 

http://catschroedinger.btblog.jp/cm/kulSc59xc58790389/1/ 

121 

 

フィルムレス・ボックス｣はボックス同士を添わせるだけで、ボックス同士が結合するので、傾けや衝撃にも倒壊しません。 

http://www.independents.jp/article/item000096 

122 

 

簡易ビデオウォールの傾けや文字列の回転・起こし等の新たな トランジション効果も加わり、鮮やかにテロップを演出しま

す。* 

http://www.lambda.co.jp/wp-content/themes/lambdasystems/pdf/catalog/grid_mfvmx.pdf 

123 

 

楽器はデリケートなため、傾けや刺激で音が変わってしまったりでなくなってしまったりすることもあります。輸送に関して

は専門のプロに任せることをお勧めします。 

http://kontaktberlin.com/senmonirai.php 

124 

 

娘、そして息子の時にも新たに購入して愛用していましたが、息子のために購入したものはゴムパッキンを分解して装着する

ときにとても気をつけないと、傾けや横倒しなどで、ストロー奥のちょっと大きめの空気穴から漏れやすさがあって困ってい

ました。 

http://iroirolife.com/2016/12/06/post-2751/ 

125 

 

Apple Pencil の傾けや筆圧を感知し、それに応じて描き方を反映するというもの。 

https://corriente.top/ipadpro/ 

126 もともと PS Vitaのソフトだったみたいで、コントローラの傾けや、タッチパネル操作などをＰＳ４用に移植してて、ちょっ
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 と違和感。 

http://d.hatena.ne.jp/t2k/20161102/1478695655 

127 

 

ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。傾けや衝撃に対して警報音が響きます。 

http://akvavita.lt/vnrfav-r852-vbqehya-f37149-fb/ 

128 

 

傾 け や フ リ ッ ク 操 作 で ジ ャ ン プ す る の が 難 し い 。 ボ タ ン が 欲 し い と こ ろ 。  

https://cdn.amz.appget.com/appli/view/67420 

129 

 

正体（せいたい）に対して拡大・縮小・傾けなどを施すこと、または施したもの。  

http://www.e-shobundo.co.jp/glossary_h29.html 

130 

 

文字サイズやレイアウトの微妙な調整は当然のこと、文字間隔や縮め率、文字の傾けなどの機能も標準で装備しております。 

http://www.taraco.net/campaign/?id=seisanzai 

131 

 

ディプロマット製品は殆どの標準品に衝撃や傾けなどに対する警報アラームや暗証番号の覗き見を防ぐ独自のテンキー入力機

能、更には暗証番号間違えによる操作不能機能を装備し、金庫として欠かせないセキュリティ性を高めています。 

http://diplomat-jpn.com/technology/ 

132 取り出し口からいたずらや、傾けなどで景品を落とした場合、いたずら防止センサーが反応します。   

http://enheart.co.jp/cube-top.html 

133 

 

基本操作はタップの他、スワイプや傾けなどの操作が必要な場面も。 

スタート直後は真っ暗なので、まずは部屋の明かりをつけよう。 

http://www.iphoroid.jp/appli/detail.php?mgi=3760 

134 

 

身近なところでは病院でのベッドの上げ下げ、傾けなども油圧でスムーズにおこなれています。 

http://www.himeji-kougyo-danchi.jp/company/company_14.html 

135 

 

指先での回転や傾けなどの 

操作性に優れた仕様に変更されています。 

http://www.hiqparts.com/product/1610 

136 

 

2001年の初夏，Infanoid ４号に眉がつきました．左右対称の動きしかできませんが，眉の内端と外端を独立に上下させること

で，眉の上げ下げ・ハの字や逆ハの字への傾けなどができます． 

https://www.ei.tohoku.ac.jp/xkozima/carebots/robot-infhist.html 

137 もうホロシールの傾けなどゲームに実装される機能は 

サイト内で体感して頂けましたか？ 

http://3oclock.fromsoftware.jp/cgi-bin/bm_blog/diary.cgi?page=1&field=1 

138 ラフィックボードの Radeon 9500 pro のせいかどうか分からんが 

ズームイン/アウト、傾けなど表示にもたつき有り。遅っ。 

http://www.ultragewalt.com/2005/02/painter-ix-day-2 

139 

 

嘔吐物を詰まらせたりしないよう、顔の向きや体の傾けなど工夫しましょう。 

https://chiebukuro.oasisnavi.jp/house/10170/ 

140 

 

微粒子の捕捉による移動・回転・傾けなどの機能を持つ装置 

http://www.lc-lens.jp/ 

141 

 

以前いた制作会社で教えてもらったキャプチャアプリは、ちょっとしたトリムや傾けなど画像編集もできるものでした。 

https://kayokiseki-

design.com/index.php?pathinfo=blog/article/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%A3%E3%81%AB%E4%BE%BF%E5%88

%A9%E3%81%AAG%E6%8B%A1%E5%BC%B5%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%A8%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA 

142 

 

液体や液体を多く含む食品にご利用の際は、本体やフタへの衝撃、持ち運び、傾けなどによって液漏れが生じる場合がありま

すのでご注意ください。 

https://www1.amwaylive.com/shopping/ECA001101.do?param09=003053 

143 

 

タップ、ドラッグ&ドロップ、スワイプ、シェイク、傾けなど、スマホの機能を最大限活用する仕掛けが多く、ハマり度の高い

脱出ゲームです。 

https://octoba.net/archives/20130428-android-feature-100-doors-of-revenge-8.html 

144 

 

6軸モーショントラッキング機能により、コントローラーの振り、傾けなどによって視点のコントロールや、レースゲームでの

ステアリングのコントロールなどが可能。 

https://www.ark-pc.co.jp/i/50180276/ 

145 微妙な首の傾けなど、スタッフの指示通りにこなしてくれたあきみちゃん 

大人のウェディング撮影をしているのかと錯覚してしまうくらいでした 

http://balloon818.citylife-new.com/e54092.html 

146 車高がマジェ Sに比べ低いので、コーナーでの傾けなどスムーズで、3時間乗り続けていてもおしりが痛くなりません。 

http://review.kakaku.com/review/76103010823/ReviewCD=1012052/ 

147 スワイプ・タッチ・傾けなどスマホの操作性を十分に活かして謎を解こう！この炭鉱街のような世界観がイカしてる！ 

https://app-liv.jp/1100657712/ 

148 三声を２本の手で弾き表すヒントになる手の傾けなどもとても参考になりました。  

http://www.piano.or.jp/seminar/list/t_info/104564 

149 「内傾」は安定・不安定には関係なくターン内側への傾き・傾けだと理解していれば、レッスンで中の講師のコメントが理解

できるんじゃないかなと思う。 

http://snow-crystals.world.coocan.jp/hitorigoto/hitorigoto0009.htm 

150 細かい避けが要求されるわりに、傾けだと微調整が難しいのでタッチ操作の方がプレイしやすい。 

http://www.gamecast-blog.com/archives/65744845.html 
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151 

 

 傾けだと連鎖がまったく予期できない点や、時間でゲーム展開を管理しようとしていたり大消しなどはうまく機能していない

ため、それらを解決するのが課題です。 

https://fc2.com/gamecontest/result01_ja.html 

152 画面の傾けは、右に傾けるか左に傾けるかを選択できます。 

http://ch.nicovideo.jp/tabroid/blomaga/ar13688 

153 心配のない可愛らしい「首の傾け」は、多くの場合、人間の声や周囲の聞き慣れないようなさまざまな音を聞き分けるために

行います。 

http://psnews.jp/dog/p/14456/ 

154 歩行者がまたぎづらく、自転車も足をかけて停車しづらい高さ。 

自転車側への傾けは、心理的な接近を抑制。 

http://www.jfe-kenzai.co.jp/product/05/10/ 

155 

 

適度の車体の傾けが必要ではあるが、 

過度な傾けは必要ないということです。 

https://blogs.yahoo.co.jp/yk19570208/13065752.html 

156 

 

起動中は出来るだけ衝撃、傾けは気をつけたほうがいいと思います。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1160712666 

157 

 

同様に、ManipulationTranslateY または ManipulationTranslateRailsY が有効で、ManipulationTranslateX また

は ManipulationTranslateRailsX が GestureSettings を介して無効になっている場合、ボタン ホイールの回転または傾け

は垂直軸沿いのスクロールだけに適用されます。 

https://msdn.microsoft.com/ja-jp/windows.ui.input.mousewheelparameters.chartranslation 

158 

 

車体の傾けはハンドル操作のみ。 

http://www.eonet.ne.jp/~owhari/rc/rc_models.html 

159 

 

ハンドルは回すんじゃなく、押す＆引くこと！ 

首の動きは左右はＯＫ。傾けはＮＧ。 

http://gokart.jp/howto/driving/beginner-report/yamazaki-vol2 

160 光軸を傾けるとぼけとの相乗効果でよりふんわりとした効果が得られるが、強すぎると像がぼけ過ぎてしまうため、光軸の傾

けはほどほどにした方が良い結果となる。 

http://aska-sg.net/dcgear-009/ 

161 分かるかなあ。 

右への傾けは、ラスト２枚ぐらいが分かりやすいと思う。 

（※BGを比較してもらえれば、多分大丈夫。） 

http://royal2627.ldblog.jp/archives/cat_1229618.html?p=3 

162 

 

不均等であったり一様でないスキーの傾けは方向やスピードをコントロールする為の努力 を無駄にしてしまう、従ってこのよ

うなスキー操作は全く練習には不適切で努力を無駄にし てしまう為の意図的な指導法と言わざるを得ない。 

http://www.h4.dion.ne.jp/~bianca/mc-rc3.pdf 

163 尚、前後方向への傾けは大抵問題ないです。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4163812.html 

164 

 

左右の傾けは基本「ほんのちょっぴり」だけにする。まっすぐ滑空しつつ、ほんのちょっぴりだけ傾けて微調整していくと良

い。 

http://mk7mck882.tumblr.com/gyroplay 

165 ギヤ付なのでドラムの傾けも楽々で行えます● 

http://www.progressparkfl.com/cHJvZ3Jlc3emmanuelhobbes/2948/ 

166 ホイールの押し込み、左右の傾けも検知するからホイール周りで 3個 

合計 10個がボタンとして使える。 

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00CDIKI7C/nut205-22/ 

167 梁等の傾け作業にもご使用いただけ、重量物の傾けも滑車などを組み合わすことにより可能です。 

http://r-i.jp/news/products/000339.html 

168 かなり微細な傾けも検知するため、画面中央の照準器で「機体が今どっちを向いているか」を判断すると細やかな操作がやり

やすくなるはず。 

http://www.appsjp.com/?p=58107 

169 本体に差し込み 無事に修理完了！ 

下向きへの傾けも少しは、できました。 

http://review.kakaku.com/review/K0000138452/ReviewCD=1050664/ 

170 180度回転、上下への傾けも可能です。 

http://www.diskhouse.shop/dcvideo/boya_by-c04_microphone_shock_mount.html 

171 腰、腹部、胸下の３点で可動 

前後、横への傾けも出来ますが、回転は腰に干渉して３０度ほどと物足りない感じ 

http://hobbynotoriko.yumenogotoshi.com/robotama-extreme-l-x.html 

172 刃の傾けも簡単です。ただ、切りくず受けの袋が、刃を降ろすと下に向いちゃって中身が降ってきます 

https://www.amazon.co.jp/%E5%8D%93%E4%B8%8A%E4%B8%B8%E3%81%AE%E3%81%93-%E5%88%83%E5%BE%84255mm-

AC100V-%E5%B7%A645%E5%BA%A6%E5%82%BE%E6%96%9C%E5%88%87%E6%96%AD%E5%8F%AF-FC10FA/dp/B002PAQ2X2 

173 スカジャン揃いました😝🔥 頭の傾けも揃いました 

http://www.imgrum.org/user/ocean_takagi/395999266/1180317979284516219_395999266 
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21．「固め」に関する用例 

番号 用例 

1 三度目の固めを終えたら・・・、なんということでしょう。 

 ソーダフロートパフェの出来上がり。 

https://www.totsu.jp/totsu_culture_type/interest 

2 

 

神酒を酌み交わし、夫婦の固めをなす儀式です。金杯に注がれた神酒を、新郎新婦交互にお召し上がりいただきます。 

http://www.mitohachimangu.or.jp/kekkon/ 

3 

 

こ れ で 夫 婦 の 固 め が す む と 、 双 方 が 離 れ て 、 勝 手 に ま い っ て 、 衣 装 を 改 め て 出 て く る 。 お 嫁 さ ん

も 美 し い も の を 着 、 髪 も 飾 り 立 て て 出 て く る 。  

http://www.slownet.ne.jp/sns/area/culture/reading/kansanyoroku/200704200927-9935334.html 

4 

 

うち者として警護の武士に取り囲まれたが、群る敵を切りたて御所一番の高櫓芳芳流閣の頂上まで逃れる「かくなる上は現八

に打せよ」罪無して人牢中の犬飼現八が引き出され龍虎相打楼上の争いとなったが誤って両者利根川転落死、のち武勇を称え

あい義兄弟の固めをする信乃、現八、芳流閣決闘の場です。 

http://shinjo-matsuri.jp/db/1974_07 

5 

 

スパイクの発生が早いおかげか、サマナー>シックルの固めを飛ぶ相手にも当てやすい組み合わせやディレイのかけ方次第で、

重力設置から重力ゲージが最大まで回復＞もう一度重力設置というループ構成ができる 

https://www.famitsu.com/cominy/?m=pc&a=page_fh_diary&target_c_diary_id=98070 

6 

 

慶長五年（1600）の関ヶ原の戦いに際しては、美作国英田郡の倉敷城（林野城。岡山県美作市林野）に在番し、国元の固めを担

当する（岩国沼元家文書）。 

http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/urakami/karo/akashi07.htm 

7 

 

これは、古礼の名残りである。江次第（ごうしだい・、朝廷の公事・儀式などを詳記した書）等によれば、昔は女は始め、婿の

方へ行くことはなく、まず婿の方から来て、盃をして、夫婦の固めをなし、婿がこの家に始まること三日五日、それ以上に長

いこともあった。 

http://komonjyo.net/kekkonshiki.html 

8 

 

もちろん、関係者の前で夫婦の固めをするのが重要な目的ではありますが、関係者に新しい夫婦ができたことを披露し、社会

的な公認をうるのが、より重要なねらいである、とおもわれるからです。 

http://www.oceanicenvironmental.com/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/%E7%B5%90%E5%A9%9A%E5%BC%8F%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9

%A1%9E/ 

9 

 

そうした動きを察知した北条氏康は急遽葛西城の固めを命じ、翌年正月小田原を発って、七日には国府台の向いへ布陣、今度

は里見氏と北条氏の直接対決としての国府台合戦となったのです。 

http://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_4shou/k4shou_2/k4shou_2.html 

10 切り返し用のスペカが無い。切り返し能力を持つアンダーセンスブレイクも性能が十分とは言えないため、固めを無理せずに

抜けること、あるいは固められない「逃げ」の立ち回りが重要になる 

http://th123.glasscore.net/?%E9%88%B4%E4%BB%99%E3%83%BB%E5%84%AA%E6%9B%87%E8%8F%AF%E9%99%A2%E3%83%BB%E3%82%A4%E3

%83%8A%E3%83%90 

11 バランスを見てドライエディブルフラワーにロイヤルアイシングのライン用の固めを接着剤にしてクッキーにつける。 

http://recipe.cotta.jp/recipe.php?recipeid=00011536 

12 

 

「結婚式の会場も素晴らしくて、バーはこれ以上ないというぐらいに幸せそうでした！」 バーがこの日のために選んだウェデ

ィングドレスは「クロエ」だったとのことで、アジが伝統に従いグラスを踏み割ることで結婚の固めをする間、ブルーノ・マ

ーズの 2011年ヒット曲「Marry You」がバックに流れたという。 

http://top.tsite.jp/entertainment/celebrity/i/25450430/index 

13 偽気絶モーションキャンセルで出した行動に無敵が付く事を利用して一部の固めを抜けられるため全くの死に技ではないもの

の、そもそもこれを使うくらいならダム決壊などにゲージを回したほうがよく、リバーサルでの反撃に使うとしても、ユダは

切り返しに向いている技が多いため、知略の時代でないといけない状況というものが滅多に無く、実質的には死に技である。 

https://kakuge.com/wiki/pages/%E7%9F%A5%E7%95%A5%E3%81%AE%E6%99%82%E4%BB%A3 

14 日頃質問の多い、二教・三教の固めを中心に指導しました。正しい固めは、相手を痛めるのではありません。相手を痛めれば、

相手の心は必ず抵抗します。相手の氣を導くことが大切です。講習ではお一人お一人と相手をしました。 

http://www.shinichitohei.com/japanese/2008/06/post_3ccb.html 

15 同じ固めをしつこくしてくる（例：JB or J2C >(2B)>5B>5C>jc>以下ループ)は 6A・昇竜かパリングで返す。 

 http://d.hatena.ne.jp/vecter/20110617/1308265449 

16 

 

回廊を歩く時間がとても印象に残ります。（回廊は夏は涼しく、雨天も心配なし）斉主一拝：神前式の式次第においても、三々

九度（三献の儀）や親族固めの杯は本格的な進行で夫婦の契り、親族の固めを感じると言うカップルから挙式後にお聞きいた

します。 

http://wakon.bua.jp/tokyo/yoyogi/ 

17 あくまでも的を絞られない固めを心がけましょう。中央での固めを端用にしたもの。 

http://gamebaka.usamimi.info/th075/katame.html 

18 時攻撃や牽制を盾に攻め込んだり、 

相手の固めを割り込み援軍で切り返したりして立ち回るゲーム？ 

http://kumahana.blog.jp/archives/51531195.html 

19 

 

「それは、その通り。」酒井が相づちをうった。「殿、早速、城の固めを備えまする。」 

http://ncode.syosetu.com/n9084ch/ 

20 

 

【平蒔絵】1回目の固めをしました。銀粉の上は、色が黒い 呂瀬漆 を使います http://twitter.com/motsumarina 

http://photozou.jp/photo/show/627295/91326594 
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21 

 

二重底、外板、上甲板ブロック 

（最小の搭載で最大の固めを） 

http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/00324/contents/025.htm 

22 志望校が固まれば、学校によって問題の傾向もあるので、今のうちからお子さんにとって最終着地点の問題をするよりも、今

は逆に算数等基礎教科の固めをされてもいいし。  

https://www.inter-edu.com/forum/read.php?1264,1715118 

23 左から赤澤くん、桑野くん、西島くん、伊勢くん(下側)、白州くん(横顔)でした。 

皆さん長時間にわたり、振付の固めをしていたので、お疲れでした。 

https://www.tennimu.com/blog/tb/page/351/ 

24 渾身の固めが届かなかった布都 

https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=59331989 

25 ロバート VS ウィップ 画面端の固めが激しくて止まらない！ 

https://www.youtube.com/watch?v=QYs5_jdUAZ4 

26 ラシードの固めが凄いんだけど、あれどう対処すればいいんすか？  

http://blog.livedoor.jp/tscdlgnmk1128/archives/10943618.html 

27 帽子（親指）に固めのための角が入っておらず、革が２枚以上重ねてあるのみである。このため親指の自由が利き、“離れ”

の際に余分な抵抗がないため有利であるとされる。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%86%E3%81%8C%E3%81%91 

28 構造の固めが昨日終了、今日は自主検査です（ＯＫです） 

内部は床下地の根太の施工が完了し、来週にかけて３０ｍｍの床張りと窓を取り付けます。 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1466909283611160&id=1462398067395615 

29 豆乳を固めるは必要。豆腐は豆乳全部を固めて行くが、スウィングではまずは一カ所の固めが要ります。 

https://www.golfdigest.co.jp/digest/column/wsaka/0311.asp 

30 

 

ただでさえ捕まえにくいのに、結構攻め継続の固めが多かったのでここは変えるべきだと思った。 

http://sol-rev2.hatenablog.com/entry/2017/06/07/213402 

31 味方 BPの上昇が 1000のみになり、これによりブリギッドとの連携だったり盤面の固めが弱くなりました。 

http://reoparudon-coj.hatenablog.com/entry/2017/01/25/023325 

32 こ れ が で き な い と 画 面 端 の 固 め が ま る で 機 能 し な く な る 上 に 、 画 面 端 で 択 を 通 し た 時 の リ タ ー

ン 激 減 す る 。  

http://wikiwiki.jp/shinmyoumaru/?%BE%AF%CC%BE%BF%CB%CC%AF%B4%DD 

33 盛土の部分の固めが十分に行われていなかったり、造成後の日数が余り経っていなかったりすると、沈下が起こりやすくなり

ます。 

http://www.jrc6101.com/build/Q&A-foundation.htm 

34 固め途中に 5Bを入れるとノックバックに修整が入り、その後の固めが離れにくくなる。  

https://www36.atwiki.jp/mbaashiki/pages/9.html 

35 同じような悩みは全キャラ持っているので、FDを張る事で相手の固めがあっさり終わったりしちゃうんですね 

http://ch.nicovideo.jp/mei3gou/blomaga/ar1011910 

36 また盛土の量が多いと土の重さで沈下しやすく、さらに盛土の固めが不十分だと地盤が不均一に沈下する｢不同沈下｣の可能性

もあります  

http://iiie-oohara.com/faq/t_housebuilding/shivhumon.html 

37  拘束時間の長い 6B（J6B）や 2B（J2B）での固めが強力。火力も高い部類に入る。 

http://th123.glasscore.net/?%E6%AF%94%E9%82%A3%E5%90%8D%E5%B1%85%20%E5%A4%A9%E5%AD%90 

38 横強 発生が早くリーチも長いのにそれ相応の後隙が無いので後隙を狩りにくい。空後待ちからの横強の固めが強すぎる。 

https://miiverse.nintendo.net/posts/AYMHAAADAAB2V0fECAMYeA 

39 

 

「昨日の固めがたいへん功を成し、ダンスナンバーはすべてよくなっていました。"鬼の前田"が言うので真実です」と、前田

さんからはお褒めの言葉が。 

http://community.pia.jp/stage_pia/2016/07/myfairlady16-09.html 

40 で，WWの黄色い帽子のケーブルでは，伝送路の固めが弱いと役不足になってしまいます。 サウンドステージの前方押し出し感

が弱く，高音側のイメージが，前方へ捌ける印象が弱くなります... 

http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%8C%C5%82%DF&bbstabno=2&topcategorycd=15&categorycd=2073 

41 

 

今までディレイ無しで自分の限界の固めが終わったら速攻逃げ回ってて結局相手 有利とかになってたので、かなり嬉しいで

す！ 

http://ameblo.jp/xxxa1xxx/entry-11144749837.html 

42 

 

そこが戻り対象になっており,隣接マスの固めが必要で, 

最善手のための工程が間に合わず戻ってしまいそうなら,そのマスに表面固めをかけて戻りを防ぐ. 

http://hiroba.dqx.jp/sc/diary/781524468605/view/3176922 

43 

 

ワンポイントアドバイス“画面端の固めが強力” 

https://www.famitsu.com/matome/sfv/chara14.html 

44 

 

隙の少ない攻撃が多く、牽制から怒涛の固めが可能。 

https://kakuge.com/wiki/pages/%E3%83%B4%E3%83%AA%E3%83%88%E3%83%A9 

45 実利主義の大きな流れはあるが、それを裏打ちすべき思考力・論理性・判断力の固めがない。  

http://culture-h.jp/hatadake-katsuyo/bun22.html 

46  決められた走行箇所を通過する毎にカウント表示され、区画内の固めが確実に行われたことを確認できます。 
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http://www.rental.co.jp/product/recommend/netis/ 

47 それなら中途半端な固め方をするより、いっそのこと仕口の固めが要らない圧縮だけに利かせ、引張の方は諦める方が得策と

いうことになる。 

http://www.tip-str.com/msg/00011.htm 

48 

 

（金忠夫婦は）、真女児の篤い志を愛で、豊雄にすすめて、とうとう正式に夫婦の固めをさせた。 

http://roudokus.com/Ugetsu/7_09.html 

49 

 

戦場を抜け出て来たわが子を叱責し対面を拒む長門に対し、時姫は父の使者藤三郎が迎えに来ても帰る様子も見せず夫婦の固

めを願い出ます。 

http://www.kabuki-bito.jp/sp/play/highLight/21 

50 

 

娘お浦は俊連と夫婦の固めをしようと、源六に仲人を依頼し、俊連と源六は顔を合わせて驚く 

http://www.arc.ritsumei.ac.jp/artwiki/index.php/%E6%88%BB%E6%A9%8B%E8%83%8C%E5%BE%A1%E6%91%82 

51 

 

新郎新婦がお神酒を頂き、夫婦の固めをなす儀式です。 

「三三九度」とも言います。 

https://www.cresthotel.co.jp/kashiwa/wedding/ceremony/temple.php 

52 

 

その後、ヴィクトルと勇利はお神酒を呑んで夫婦の固めをなした。盃は大中小の三つがあって、小さい盃から吞んでいった。 

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=8486620 

53 

 

時姫はその前に夫婦の固めをしたいと言い、なおも出陣しようとする三浦之 助に母を看取ってからでも遅くはない と閑居に

とどめる。 

http://www.ekingura.com/upimage/13457051790.pdf 

54 

 

私は親に背いてまで貴方様に恋焦がれてしまいました。どうか何卒、私と夫婦の固めを交わして頂きたく」 

http://tanpentokanohokanko.blog118.fc2.com/blog-entry-254.html 

55 

 

 小奇麗に整えた座敷には新婦が客席に座り、控えているのは大柄の男だけだ。三方に乗せた盃で三々九度の夫婦の固めをお

こなうと、新婦と銀時は一端別々に別室に引取り、お色直しをする。 

http://uen.sub.jp/novel/nyoubou.html 

56 

 

バカッ、うれしそうなツラするんじゃねぇ、てめぇなんぞのために腹が切れるか！ 第一お前、夫婦(めおと)の．．．ああぁ、

夫婦の固めは済んだんだろ？ 

http://www.niji.or.jp/home/dingo/rakugo2/view.php?file=rokurokkubi 
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22．「噛み」に関する用例 

番号 用例 

1 特に TLPTルールにおいての噛みはかなりシンプルです。第 3陣営の妖狐などがいないので噛みで何かを探す必要がなく、純

粋に噛みたい人を噛めば良いのです。 

http://morujinro.hatenablog.com/entry/2016/08/14/213511 

2 

 

その間に夜の噛みを順調に終わらせることが出来ればかなり有利に済みます。さらにこの状況で狂人と人狼の数が村の半数

を超えれた場合、パワープレイ（PP）を行うことが出来ます。 

http://ch.nicovideo.jp/c_5683/blomaga/ar995324 

3 おまけですが 

この本気の噛みをされた翌日 

右足側面も本気の噛みを… 

ただ 

免疫ができたのか（なんの？） 

ほとんど腫れることもなく 

https://ameblo.jp/suricata-rufuna/entry-11950272311.html 

4 

 

1.5ヶ月のヨークシャテリアの噛みを 

・生後２ヶ月に満たないヨークシャテリアを飼い始めました。今は歯が痒いのでしょうが、あらゆるところを噛み噛みして

いるのですが、私の足の指やくるぶしもしょっちゅう噛んできます。  

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/647268.html 

5 

 

中途半端な叩きは犬を興奮させるだけで、事態の悪化を招きます（叩く場所と力加減についてコツがありますが、ここでは

記しません）。上下関係は噛みでは決まりません。噛みを止めさせるには、叩くよりもはるかに効果的な方法があります。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1471448639 

6 

 

霊能 COと同時に狂人 COすることで、狼の噛みを回避する狙いがある。 

http://jinrou.dip.jp/~jinrou/pukiwiki/index.php?%C0%EC%CC%E7%CD%D1%B8%EC 

7 ④のメリット＝正しい推理に基づいた一票を削れる 

④のデメリット＝①～③の噛みを行えない 

http://www.twitlonger.com/show/n_1rqrpv8 

8 後者の場合、潜伏を認めないという条件下でも、真贋が確定できない占い師候補の噛みを許しているため、「ベグ」の定義を

大きく外れている。 

https://www65.atwiki.jp/werewolfonline/pages/166.html 

9 コーギーの無駄吠え、あるいはコーギーの噛みを、リーダーシップをもってしっかりとコントロールできる飼い主になりま

しょう。 

http://www.hills.co.jp/dog/corgi/discipline/index.html 

10 

 

スタジオゲストはプロモーショングループの鈴木順さん♪ 

安定したテンションで、私の噛みをカウントしつつ(笑)沢山お話ししてもらいました！ 

今回は 10日ホーム鳥栖戦で行われる「那須どうぶつ王国ランド」と「陸前高田ランド春」のご紹介です。 

http://www.fm-salus.jp/MusicFrontier101-110.htm 

11 

 

村人を一人護衛して、人狼の噛みを防ぎます。 

https://ruru-jinro.net/rule.html 

12 イカ。面白い切れ目が入ってます。 

このまま醤油をつけずにいただきますが、旨い！ 

平政。 

こちらの噛みを押し返してくるような歯ごたえ！ 

旨いです。！( ́  ▽ ̀  )ﾉ 

https://tabelog.com/fukuoka/A4004/A400401/40000409/dtlrvwlst/B214610036/ 

13 ニッパー切り比べコブラの噛みを実感出来ます！ ぜひ、やって貰いたいのがニッパー切り比べ！ 

http://f-gear.co.jp/news/11918/ 

14 

 

よく言えば逃げ道のある､悪く言えばどっちつかずの 噛みをしてる狼って多いなあと思うにゃ  

http://alfnova.blog12.fc2.com/?mode=m&no=5&m2=res 

15 2回目からは試運転をせず、材料を用意してすべてのスイッチを ONにして 

かきまぜ棒とギアの噛みをチェックしたら、「２」の作業から繰り返して下さい。 

http://www.rentall-oyama.com/free/howtocaramel.html 

16 ですが！焦燥感満点の噛みをふんだんに込めつつも、今日もとても楽しかったですっ(*´∀｀*) 

https://lineblog.me/uesaka_sumire/?p=201 

17 ピース 100 はシンペンにあえてリップを取り付けることにより、水の噛みを向上させてダウンストリームに入っても泳ぎ切

る能力を持っています。 

https://www.facebook.com/amsdesign.ima/posts/151304121636730 

18 

 

最近散歩デビューをして家に入れる前に体を濡れたタオル拭こうとしたら、一番嫌だったのか一番強い激しい抵抗の噛みを

してきました。傷だらけです。 

http://profile.ne.jp/ask/q-138253/ 

19 

 

通常村は簡易村よりも日数が長く削れる狩人候補数が後半多くなるため、後半に狼の噛みを制御することは難しいと考えて

おいて下さい。 

http://voc-koryaku.blog.jp/archives/1020148110.html 
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20 

 

主なメリットは騙り抑制や、狼に占いの真偽をつかせずに噛みを防止すること。 https://www29.atwiki.jp/onmyoutetu-

jinro/pages/13.html 

21 なるべく低い声で注意をしないと 

逆に噛みを増長させることにもなりかねないので 

ちょっとどすのきいた声を出すようがんばってください。 

http://xn--o9jlq0699b12ff3dl2xxp8c.com/amagami-2-2043 

22 

 

実際に噛みを行った人狼というのは、夜時間において最後に能力を実行した人狼を指します 

http://pokezeijinrou.web.fc2.com/nekomata.html 

23 

 

画面端で相手の起き上がりに噛みを重ね、6HSでダウンを取るハメ。 

http://seesaawiki.jp/w/ggxx_matome/d/%A5%AD%A5%E3%A5%E9%CA%CC%CD%D1%B8%EC 

24 

 

さて、問題の 2日目夜 

なぜかここでイビサは夜になって相方に相談も無しに早々に噛みを済ませる 

噛み先は真占い師…まず間違いなく護衛が入っている場所である 

http://seesaawiki.jp/rurusabatinpan/d/%A5%A4%A5%D3%A5%B5 

25 

 

平 和 が 出 た ら 困 る の で 確 実 に 噛 め る 所 を 噛 む 場 面 、 平 和 が 出 て も い い の で 役 職 チ ャ レ ン ジ す

る 場 面 、 み た い な 感 じ に 噛 み を 使 い 分 け れ ば 強 い ぞ ！  

http://wikiwiki.jp/vipjinro/?%BF%CD%CF%B5 

26 麺は極太にしたので、食べ応えがあります。思ったよりはもちもちしていたので、豪快に噛みを楽しみたい方は固めでもい

いかも！！ 

https://liginc.co.jp/269512 

27 

 

そうすると、滑りがよくなるので 

綺麗にファスナーの噛みが解消されます。 

https://matome.naver.jp/odai/2135626704456504601 

28 

 

小型犬同士でも、ドッグランやお散歩時、 

お子様への噛みがトラブルにつながった。というお話も耳にします。 

http://www.clinicaesperanza.com/entry17.html 

29 練 習 走 行 中 盤 、 HKS ド グ ミ ッ シ ョ ン 3 速 ギ ア に ト ラ ブ ル 。 ド グ ギ ア の 噛 み が 甘 く な り 、 簡 単 に ギ ア

抜 け が 生 じ る よ う に な っ て し ま っ た 。  

http://www.area-agnes.com/ja/motor-sport/170606-2/ 

30 枝肉の仕入れの段階で厳選しておりますので、 

芯面積が大きく、脂の噛みが少ない高歩留りが特徴です。 

http://www.sagamiya-meat.com/shop/detail/1000000270.html 

31 

 

次の夜に噛まれた場合、それ以降の噛みが全て自由に通ってしまう(占いや白位置が自由に噛まれる) 

http://zinrowikijoint.wiki.fc2.com/wiki/12A%E7%8C%AB 

32 これは、肩関節や膝関節などと同様に関節の噛みが緩い方がいらっしゃり、脱臼する事もしばしばあるようです。 

http://nishimura-chiryoin.com/symptomscat/post-2685/ 

33 この噛み合わせだと 将来前歯の歯の破折や 前歯の噛みが弱いことで 奥歯の負担増を生じ 奥歯の歯が打撲（咬合性外

傷）を生じ 奥歯の寿命が短くなる傾向が懸念されます 

http://www.sasaki-shika.net/case/cat142/blog000573.html 

34 

 

ひょっとすると務歯の噛みが悪くなり「パカッ」と真ん中で開いてしまうファスナーや、使い続けるうち

に上手く噛み合わなくなるファスナーを見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。  

https://alt81.com/contents/379/ 

36 滑りが悪いなら 

ろうそくをファスナーの上を 

滑らせるといいときたことがあります。 

噛みが悪いなら取り換えるほかはないのでは。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1435342024 

37 スライダーの噛みが甘くなっているので、ペンチで、少し押さえてやればいいと。なるほど。 

早速試してみて、ほんの数秒で元通り、きれいに直りました。 

http://anemone32.seesaa.net/article/433608932.html 

38 怒ると洋服の襟元を噛む癖のあるにょにょこ。 

他者や自分を噛まないのが救いだけど、噛みが生じてチャックを噛み切るようになってしまった(>_<) 

この冬場はもう 6枚やられた。 

https://ameblo.jp/bebest-yuko/entry-11480197838.html 

39 家庭用ミシンのコンシール用押えは工業用に比べて 

ムシの噛みが甘い作りになっています。 

三番目だとムシ自体を縫い込む場合もあります。 

アイロンをかけ過ぎた場合は 

ファスナーを閉めて表側からアイロンで元に戻してください。 

https://joli.grupo.jp/free666556 

40 リュックの左肩紐と本体の接続部が半分切れた状態で届いた。紐が切れたというよりは、噛みが甘くて縫いそびれた感じ。 

https://item.rakuten.co.jp/import-collection/co-ba130901-47/ 

41 正面入口のファスナーの噛みが悪く、開閉時 50％の割合で割れてしまいます。 
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http://www.gadgetmode-store.com/39_876.html 

42 滑りも良いですし、ファスナーの噛みが極めて少ないのは、ブリーフケースにとってももちろんありがたいこと。 

http://blog.circleofcircus.com/?eid=858 

43 が、最後に中から、チャックの噛みをチェックすると、やはり噛みが外れていました。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/469414/car/810702/1441228/note.aspx 

44 チャックの滑りが悪くなってかんでしまった場合、 かんだ部分にサラダ油を２．３滴たらします。そうすると、滑りがよく

なるので綺麗にファスナーの噛みが解消されます。 

http://ceron.jp/url/matome.naver.jp/odai/2135626704456504601 

45 大 昔 っ か ら 、 チ ャ ッ ク の 噛 み が 問 題 視 さ れ て る の に 一 向 に 改 善 さ れ る 気 配 が ね え 。  

http://maho.lomo.jp/nashural/diary/life_9941.html 

46 そもそもファスナーテープ自体には、ペダルのゴム足を外した際のネジ頭の突出をカバーできる厚みの無い物が多く、ネジ

周りが浮き上がってしまう事でベルクロの噛みが甘くなってしまうのが常である。 

https://www.digimart.net/magazine/article/2015070801495.html 

47 ファスナーが若干固い時もあるけど毎年何枚かは購入するお気に入りのニットです革ジャンの下に来てももさつかないシル

エットが好きですジッパーがダブルですが！噛みが悪くうまくはまりません。 

http://mitobeairi.weblog.to/tag/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AC%E3%83%B3 
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23．「来」に関する用例 

番号 用例 

１ 地球の住民は私達の来を準備する! 

https://www.flickr.com/photos/airtonkieling/2153941414 

2 すなわち、「アメリカの軍艦浦賀の沖合いに乗り込みしが、これは未だ見たこともなき蒸気仕掛の軍艦にて、其進退極めて自由、

大小 4隻先着し、跡船の来を待ち合わせて直に江戸海に乗り入れるもの数艘来たれり」。 

http://onjweb.com/netbakumaz/jshoda/essay/essays41.htm 

3  前日、「アンドリューＮＤＲ１１４」のプロモーションの為、６度目の来を果たしたロビンは、 この生放でどんな様子だった

のでしょう？ 

http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Theater/1750/robinfc/kingsB.html 

4 これに対して、コシュートは「明朝、客の来を待たんと」の応諾の回答を寄せた 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/lcs/kiyou/pdf_20-2/RitsIILCS_20.2pp13-31SUZUKI.pdf 

5 

 

そして今、お腹にいる赤ちゃんは「楽しんでる」だそうで、３人目の分まで元気に産んであげられたらと思います。 

３人目の来を苦しめてしまったのに、また妊娠していいのだろうかと考えてしまったり、この子は元気に産まれて来てくれる

のだろうかとかぐるぐると悩む日々ですが、頑張っていきます。 

http://www.21style.jp/board/formz.cgi?id=pocobaby&page=&all=yes 

6 人の来が少ない砂利道では、道の中央でも生育し始めています。 

http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/koho/blog/siretoko/2014/1407.html 

7 2014 年 1 月の時点では東側の高崎・伊勢崎方面にしか行けないが、跨道橋が造られておりいずれは西側のバイパスと接続して

両方向の来が可能になるだろう。 

http://route01.com/r407p1.html 

8 

 

初めての来でしたが、スタッフさんの親しみ易さと色々とアドバイスを頂きとても満足してます！仕上がりも満足！目元パッ

クも気持ち良くて寝ちゃいます。 

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000090481/review/ 

9 高田農業高校生の、手創りクツキー・食品・草花の苗を展示、格安にて販売、大勢の来で賑わいをみせていた。 

http://goldking02.exblog.jp/m2013-04-01/ 

10 どういうワケか、水牛車の着いてからバスの来までが 1 時間以上あって、バス停には誰も待ってない（皆レンタカーで帰って

しまった）、由布島 で働く人達も皆引き上げてしまい、本当にバスが来るのか？と不安になった。ちゃんと定刻に来たけど。 

http://www5f.biglobe.ne.jp/~mika-1/mae/08/0810.2.html 

11 他来派が実装されるにしたって明石はあくまで蛍と愛染の名前をあげて「二人の保護者」って言ってるんだからきりがないこ

とはないだろ 

二人以外の来に言い及ぶ必要がない 

http://xn--dkqp0gri91r38rn1wmlurtz.com/archives/22110349.html 

12 明日からの祝日の来に期待して、明日に備えて就寝します 

http://s.webry.info/sp/yukiyan-syuri-saemin.at.webry.info/201602/article_4.html 

13 書類の来が見違える!もう操作に迷わない!仕事で本当に使える、ワードの便利技が満載です。驚きの 105技が大集合。 

https://www.amazon.co.jp/%E4%BB%8A%E3%81%99%E3%81%90%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%8B%E3%82%93%E3%81%9F%E3%82

%93%E6%96%87%E5%BA%AB-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89-%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%8C%E3%81%AF%E3%81%8B%E3%81%A9%E3%82%8

B%EF%BC%81-%E5%8A%B9%E7%8E%87UP%E8%A1%93-AYURA/dp/4774173355 
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24．「加わり」に関する用例 

番号 用例 

1 痛みやすいので、力の加わりを軽減するための工夫が、いろいろ考えられてきています。 

https://ameblo.jp/himawariuma/entry-12264295755.html 

2 当該の広告にはそのような記述もありながら、指でしわを伸ばしたその物理的な力の加わりを「肌に形状記憶」させ、実際にシ

ワ自体が薄くなっていく……というところまで標榜されています。 

http://www.89ji.com/law/law9/455/ 

3 きめ細かい「スクエア ホール」がズレによる 力の加わりを防止します。 

http://www.mc-tehart.com/wp/wp-content/uploads/2016/09/2ddce9460e158bae300a6210637d9479.pdf 

4 また、文章を書いては消すという作業に、音響の巻き戻しをイメージさせる音を二回使用し、それを挟むたびに微妙な音の差や

新たな音の加わりを付けて進化していることを表現しようとした。 

http://www.mg-geika.net/audio_14_09.html 

5 フローティングローターの場合は二枚のローターを組み合わせることで熱の加わりを最小限に抑え伸びる量も同じように抑え

ることが可能です。 

http://www.webshop.co.jp/SHOP/C08H0020044BK.html 

6 「なるほど、結晶防御は物理攻撃や魔法攻撃、一定以上の力や熱の加わりを想定した絶対防御魔法じゃが、これは盲点じゃった

わ」 

http://ncode.syosetu.com/n2871dk/37/ 

7 コーナーハンチとは地震などの揺れの際に力の加わりを一点に集中させないようにするため、また、単純に強度

を上げるために設置されています。  

http://www.emunoie.com/voice/co_seko_voice/article/trC20150410211148-60.html 

8 まずは事前チェック。相手の腕を押したりして力の加わりをみてみます。さっそくエクササイズ開始。 

http://coreconfan.com/toshirepo/2520 

9 L’Arc-en-Cielらしさを感じさせつつ、新たな色の加わりを感じさせる 13th ｱﾙﾊﾞﾑ｡ 

http://s.maho.jp/book/844abcj009c3b860/3124239001/41/ 

10 「健康被害」という表現がよく分かりませんが、力の加わりを考えると、５番と７番はそれぞれ単冠で修復、６番相当部はイン

プラントの埋入が良いように思います。 

https://www2.ha-channel-88.com/soudann/soudann-00065563.html 

11 土台の 左右に折り曲げを付けているため左右には力の加わりが強く、真ん中の方は左 右より力の加わりを抑えられている。 

https://www.sit.ac.jp/project/old-project/img/nhk_robot/h22/01.pdf 

12 今回は矯正の力を歯全体にかけるために、「レジンボタン」といって、樹脂の材料を歯の裏につけました。 

これによって、今までよりも力の加わりを感じました。現に歯がかなり動きました！ 

http://www.tanaka-dent.net/blog/staff/2016/12/post-416.php 

13 これですね。「歯ぎしり」や「くいしばり」による力の加わりを軽減するもの。 

http://sirijyouhou.hatenablog.com/entry/2016/01/23/121852 

14 ↑を靴底に当ててみて、改めて縛った時の力の加わりをイメージして 

穴の位置を再考します。 

http://ilikewaterfall.naturum.ne.jp/e1871893.html 

15 特にペンシル等を操作するには力の加わりをコントロールしやすいのではないだろうか。 

http://rockshore.web.fc2.com/tackle.html 

16 連続スイングは、そんな瞬間的な力の加わりを無くしてくれ、スイング全体的な力伝導へと導いてくれるのです。 

https://golfes.jp/bp-20141112/ 

17 実り多き出来事だった。あとは時間経過というデザインの加わりを日々楽しむ。 

http://www.yoikurashio.com/blog/2009/07/post-69.html 

18 3つの穴で大きなクリートを付けて広い踏み面で乗れるので、抜群の安定感と力の加わりを味わえます！ 

https://blogs.yahoo.co.jp/doterushi/14079686.html 

19 翌年も 5勝を挙げ、ローテーションの一角としての加わりを見せたが、その後不振が続く。 

http://yourei.jp/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A7%92 

20 クランプの位置が悪かったみたいで隙間ができました。対処法としては凸側の力の加わりを均一にする。ボンドを多めに入れる

などでしょうか。 

http://armormania.blog.jp/archives/17881652.html 

21 海蝕洞であるはずが、そこにも人の手の加わりを見て取ったことで、私の中での存在感は何倍にも増した。 

http://yamaiga.com/tunnel/takahama/main2.html 

22 また妖怪メダルを挿抜したときの基板の振動や AVRマイコンの半田付け部への力の加わりを低減します。 

http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/diy/arduino/yokcode1.html 

23 机の中央付近で腕を構え、指のひねりのタイミングをぴったりあわせて画鋲を真上に射出する技。着地時の横方向への力の加わ

りを最小限にすることで、回転ロスを軽減する目的だ。 

http://wkswks.blog63.fc2.com/blog-entry-12.html 

24 ここで、周方向速度の小さい翼の内周端部７では内周端部翼取付け角度１０を大きくして風への力（トルク）の加わりを大きく

し、これよりも周方向の大きい中間半径位置９では中間半径位置翼取付け角度１２を小さくすることで風への力（トルク）の伝

わりを小さくし、仕事量（周速度×トルク）を等しくバランスよくすることで一般的な軸流ファン同様効率よく前方へ風を送る

ことができる。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2013160137 
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25 【目的】 モータケースとギアケースとの開口端に形成される取付けボスに対して、モータからの偏荷重の加わりを減少してコ

ンパクトなモータアクチュエータを提供する。 

https://astamuse.com/ja/patent/published/keyword/369628/corporation/2857960 

26 人の手の加わりの少ない自然に近い森である。 

http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/10481/1/03_28_0005.pdf 

27 癖による力の加わりの緩和、舌、口唇の過度な緊張の緩和、口呼吸の改善をお話しすることは多いです。 

http://www.masuchi-dc.com/contents/05kamiawase/index.html 

28 なお，本研究では「自然に対する人為の加わりの程度」を自然性としている。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jila/71/5/71_5_623/_article/references/-char/ja/ 

29 入りはちょっとカントリーっぽく。そして平床のシャウトの加わりの後は熱く叫びまくる。 

https://sites.google.com/site/djtamamusicworld/review/hermann-h/album 

30 ①エリート意識、②平民層の加わりの困難、③士族は土地との結びつきが弱く、 

http://jollyboy.sakura.ne.jp/sinjou09.htm 

31 組み合わせで使うとなると  やはり 3個:3個の方が遠心力の加わりのバランスが良いように思える 

http://blog.livedoor.jp/n6c3e6fed78ph4/archives/1021337451.html 

32 チャンバーの入り口付近での擦れと傷ですので、チャンバーが偏芯されたのは間違いありませんが、一時的の力の加わりのよう

です。 

http://combatdoll.militaryblog.jp/e586713.html 

33 足の甲への圧迫、歩行時の力の加わりの偏り。これらが足の甲の靭帯を傷つけてしまうのですね。 

http://seikatsu40.com/nenza-kou/ 

34 日清（1973a）は，同時に，人為の加わりの度合いに よって自然を原始的自然，農村的自然，都市的自然の 3 段階に類型化した． 

http://www.info.human.nagoya-u.ac.jp/~natu/epub/Imai&Natuhara1996.pdf 

35 かなり小ネタですが、 

携行性＆力の加わりの為に、T型の六角棒レンチを 4cmほど短くカットしました。 

http://kyoutokioku.blogspot.jp/2013/07/ 

36 

 

人為の加わりの少ない良い滝ですが、案内標識は滅失しており、公道上から認識することも困難な状況です。

http://mrkono11.cocolog-nifty.com/blog/2013/08/index.html 

37 クラックを管理するには板の熱変形と熱の加わりが左右するので、結構難しい作業になる 

https://www.facebook.com/Kurokawa.Plastic.LTD/photos/ms.c.eJw1ycEJADEMA7CNilPbcbP~;YoUe9xSa5kyJTG0erXk2AjmFNS2AdC

B5~_7PrmfL~;ApPTuINMEAE~-.bps.a.963991420379052.1073741862.709423712502492/964005157044345/?type=3 

38 なぜ骨がこのように変形してしまうかというと、歩くとき体重が加わったり、 

力の加わりが体重を支えきれなくなると、骨（関節）は面積を広げて形を変えて支えようとするそうです。 

http://saidokinome.biz/2013/04/jjjun2003-266.html 

39 ボンディングの影響の少ない箇所：応力の加わりが少ない箇所は結晶粒が大きい 

http://www.ites.co.jp/section/index/%E8%A6%B3%E5%AF%9F%E6%8A%80%E8%A1%93/jirei_fesem002.html 

40 

 

筋肉全体で伸びていくので、先っぽの部分と中側では、伸びやすさや力の加わりが全く変わってきます。 

http://base-ball.boy.jp/2017/04/03/physical_massage/ 

41 

 

電熱線の太さで熱の加わりが変わるのはわかるが、理由が不思議に思える。今日の３時間で試行錯誤して工夫する理科が、また、

好きになった。 

http://www.sakai.ed.jp/weblog/index.php?id=sakai070&type=1&column_id=1023277&category_id=4581 

42 下あごを支えるような頬杖はあごに負担がかかる他、歯を内側に押し込んでしまう影響があります。短い時間であっても、わず

かな力の加わりが積み重なり、骨格や歯並びに影響を及ぼします。 

http://chambres-saint-

emilion.com/2017/02/%E5%89%8D%E6%AD%AF%E3%81%A0%E3%81%91%E3%81%AB%E7%9F%AF%E6%AD%A3%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3

%82%8B%EF%BC%81%E6%B2%BB%E7%99%82%E6%B3%95%E3%82%84%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%80%81%E5%8A%B9%E6%9E%9C/ 

43 その中でも人の体の大きさによって力の加わりが違うこと、ＡＥＤで電気が流れる時に離れたり正しい使い方の順序があったり

と、すごく勉強になりました。 

http://shiodomecyuu.seesaa.net/article/433032848.html 

44 多走行や経年年数が経過していれば 劣化 ブッシュ類のヘタリ硬化により 力の加わりがつよくなる。 

災厄は 設計上の 強度不足や スポット溶接個所不足や スポット溶接外れ 

https://oshiete1.nifty.com/qa7500133.html 

45 政府のある高官は、「韓米同盟の関係や国際社会の核の非拡散努力などを勘案すれば、イラン制裁への加わりが避けられないが、

それによって予想されるイランの経済的報復をどうやって最小化できるかといった解決策を見出すのが簡単でない」と話した。 

http://japanese.donga.com/List/3/all/27/312504/1 

46 

 

ところが食い進めるとともに、ヤサイの汁の加わりが増し、また麺からくるオーションのエキスがスープを濁らせ糖分を含ませ

てゆく。つまりは「さっぱりしつつも、甘味で濁る」ような感覚になってくる。 

http://d.hatena.ne.jp/TOMASSOON/20170509/p1 

47 

 

理由は、ひとつは、賞レースへの加わりが遅く、ある程度、賞争いの下馬賞が立ってしまった後での参加だったこと。 

http://themainstream.jugem.jp/?eid=102&guid=ON&view=mobile&tid=6 

48 後者は、高齢者や主婦の方に多くこの場合は、熱の加わりが少なく適正の膨張率で削り合ってない為に、遠出した時に熱量が多

く加わると膨張率が大きくなり、部品同士が突っ張りあって摩擦が大きく燃費が悪くなります。場合によっては、１キロ以上燃

費に違いが出ます。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212054572 
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49 弟家族が今年は加わりで行ってきました 

楽しかったですよ 

まあ今年も楽しく夏休みも過ぎて行きました 

http://yw7983tmmimoon.blog.fc2.com/blog-date-201209.html 

50 

 

最近のソールパターンはよく考えられていて、基本、前方は蹴りだし方向にグリップが効くようになっていたり、多方向からの

力の加わりが考えられていたりというのが分かるのですが、このカメレオンのソールは、一言で言えば、どっちでもいいパター

ンをしています。 

http://xn--qckyd1cw85ujh1a1uy.jp/review809.html 

51 その前進からブレーキと力の加わりが逆転する間に一瞬、 

力の加わりから開放されてフリーになるわけですよ、 

クラッチレバーを握った時と同じように。 

http://qa.itmedia.co.jp/qa5195967.html 

52 範囲を広くするとはがすときに力の加わりが分散され剥がす時、ワックスを多々残しちゃうし、すごく痛いから

（笑）  

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=193956&id=6849366 

53 まだ力の加わりがたりないので、取り付け枠から外す。 

地面において垂直に作業をする。羽は薄いのでその根元のワッカを引っ張りたいところです。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1072445670 

54 これは外形の方がトルクを大きく掛けた際に力の加わりが伝わりやすいからです。 

内側の６mm六角よりも外側の１０mm外六角の方が円運動が大きく掛けれます。 

http://btitanium.blog100.fc2.com/blog-entry-133.html 

55 5m四方くらいの部屋の中で、床のパネルを踏むと、その力の加わりが前に置かれた画面にリアルタイムに表現される。 

http://konohamoero.web.fc2.com/report/r_0512Art_Technology.html 

56 小川村よりは暖かいと思ったのですが‥温度の加わりが今ひとつだったようです。 来年はもう一工夫してがんばるぞ！ 

http://www.woodgruppe.com/about/history/2003.html 

57 色々飲み比べてみて楽しさも増えました。 

酸味の加わりがうま味を深め、何とも云われぬ良い気持ちにさせてもらいました。 

https://www.paulista.co.jp/sc/products/details/25 

58 

 

私用で挨拶もできないまま失礼してしまい、恐縮でした。 

流れの中ではまだまだですが、胴体で漕いだ方が力の加わりがよいことが、ようやく分かってきたように思います。 

http://gravityjp.exblog.jp/12694661/ 

59 熱を加えるときライターだと熱の加わりが一方向になり、 

収縮ムラが出来やすい為、いつも熱湯に漬けて収縮させています。 

https://www.amazon.co.jp/ELPA-%E5%8F%8E%E7%B8%AE%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96-%CF%863mm-%E3%82%AF%E3%83%AA

%E3%82%A2-PH-643H/dp/B000THUE1Y 

60 

 

ボンディングの影響の少ない箇所 

応力の加わりが少ない箇所は結晶粒が大きい 

http://www.atengineer.com/pr/ites/20150729001.html 

61 アルミニウム合金は熱伝導に優れ熱の加わりが速いため、空焚きや強火での調理を繰り返すと高熱により、コーティングが劣化

しやすくなります。 

http://item.rakuten.co.jp/cuore-plus/gi-neon24/ 

62 

 

また、外側矯正の方が内側矯正よりもワイヤーが長いので力の加わりが強くなり、時間が短縮できるそうです。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2005/0625/045667.htm 

63 華美な金具も無く簡素で、近年の手の加わりが少ないウイダジ 

http://blog.goo.ne.jp/fuchiso/e/2aebe535648147c68d30305f44b8a749 

64 均等な形にならないのは、左右の力の加わりが違うからです。 

皆さんそれぞれ癖がありますから気にすれば、均等に麺棒をかけれるようになります。 

http://www.geocities.co.jp/Foodpia-Olive/3168/seikei4.htm 

65 確かに、力の大きさ・ベルト滑り・強度等の問題はありますが、 

力の加わりが弱ければ、逆にＡプーリーに、Ｂベルトも可？なのですね。 

http://soudan.iko-yo.net/qa6952654.html 

66 そんなきもちのこもった力の加わりが上条に通じたのだろうか。  

https://www31.atwiki.jp/kinsho_second/pages/1825.html 

67 キャンプ場は、進化してて、皆さんの手の加わりがうかがえるようでした。 

http://runmic624.naturum.ne.jp/e795708.html 

68 本発明によれば、支持ロッドと軸受間または駆動軸の内面と軸受間のいずれかの間に弾性部材を配置しているので、誘導発熱機

構あるいは支持ロッドのたわみは、この弾性部材が吸収し、たわみによる軸受への不規則な負荷の加わりが緩和され、軸受の寿

命を延ばすことができる。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2006351208 

69 その前進からブレーキと力の加わりが逆転する間に一瞬、 

力の加わりから開放されてフリーになるわけですよ、 

クラッチレバーを握った時と同じように。 

https://qanda.rakuten.ne.jp/qa5195967.html?rel=innerHtml 
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70 それにしたって力の加わりが限定的じゃない？  

http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/athletics/1384758566/ 

71 最初から最後までストリングスとピアノだけで、クライマックスに向けての余計なハデ音の加わりが無いというのも◎。 

http://nonsensediary.hatenablog.com/entry/2015/05/30/181458 

72 運動の変化は起動力の加わりに比例し，その力の作用するのと同じ方向に起こる． 

http://www.bao.city.ibara.okayama.jp/stardb/his/data/his0053.html 

73 ４月から、Cir-cleの仲間として加わりました！ 

市川と申します。 

 オープンから 1年経ってからの加わりになったのですが、 

これまで以上に素敵なお店に、そしてお客様が満足してお帰り頂けるような 

空間にさせて頂きたいと思います。 

http://cir-cle.com/%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%A6/ 

74 ぜひとも、後期こそは優勝戦線への加わりに期待してますよ☆ 

http://my-ball.com/bbs/index.php?R=2&I=0043&P=42 

75 片面に一定間隔で横溝を設けた上板と、縦溝を設けた下板を直交して対面させ、桟木を嵌入して接着接合をしています。この構

造により、両側からの力の加わりにも強い耐震性能の高いパネルです。 

http://www.tomohisamokuzai.jp/mokuseihin/morinochikara.html 

76 縦長のラケット面に対して力の加わりにバランスをとるためだといわれています。しかしながらラケット構造の進歩などで必ず

しもそうしなくても問題はないという考え方もあります。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1445119884 

77 俺は勢いよく踏み込むとアドネスの盾の上端に飛び蹴りを入れる。 

 そして予想外の力の加わりに斜めった盾の上で俺は飛び跳ねた。 

http://ncode.syosetu.com/n1689cv/40/ 

78 今日は異業種からなる６０名規模。 

輪への加わりに戸惑いつつも、グロービスの方々と合流！ 

http://jimmyy.jugem.jp/?month=200804 

79 

 

体格差はあるもののすぐにでも２年生を脅かすような選手達の加わりにチーム全員に良い刺激を与えてくれそうです。 

http://kawamurafc.seesaa.net/archives/201604-1.html 

80 

 

こちらのリングはデザイン性を高めるための仕様として、リング台をチェーンでお作りしております。通常のリングと比較する

と力の加わりに弱いため、ご着脱の際やご着用時にはご注意くださいませ。 

http://oucaoucawebshop.shop-pro.jp/?pid=26662727 

81 線が細いために強度が低く  

ちょっとした衝撃や思わぬ力の加わりに凹みが出てしまうことも。 

http://takaquilling.blog9.fc2.com/?mode=m&no=360 

82 新しい色の加わりに稽古の方も気合十分！ 

http://www.sukkiyanen.com/suigenryuu/2015/03/14/%E5%8F%97%E3%81%91%E7%B6%99%E3%81%8C%E3%82%8C%E3%82%8B/ 

83 １６ｍｍに見えるぐらいのフィルム粒子ノイズの加わりに、ひどいエッジ強調フィルタされた。前の DVDよりましですが・・・ 

https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E6%99%82%E7%A9%BA%E8%A6%81%E5%A1%9E%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9-%E6%84

%9B%E3%83%BB%E3%81%8A%E3%81%BC%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B-

HD%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%89%88-%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9C%E

3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E5%88%9D%E5%9B%9E%E9%99%90%E5%AE%9A%E7%94%9F%E7%94%A3/product-reviews/B000VPOV36 

84 しかしタイヤも上下方向への力の加わりにはもちろん強いのですが、横方向など想定外の方向へ力が加わってしまった場合は案

外もろい物なのでしょうね！ 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000718689/SortID=19855537/ 

85 そんな人の別キャラがまさかうちに来るとは思ってなかった。 

頼りないギルマスの私に代わって、率先して戦闘を進めてくれる 

力強く頼もしいメンバーの加わりに、キューブが一気に力をつけた 

きっかけとなる人でもあった。 

http://blog.goo.ne.jp/aiaimax/e/b81917990211dabc4ca7454c372473ba 

86 “ウエストミンスタ－日本人教会は、人々を教会に招 き、主イエスに導いて神の家族の加わりに加え、共に キリストの弟子と

して成長し、教会の奉仕と福音の伝 道の為に献身することにより、神を共に賛美し喜んで 礼拝します。” 

http://www.westminsterjapanesechurch.com/download/ekoeda/ekoeda_268.pdf 

87 天板のギアが付いていない側は力の加わりに弱く頼りない。重い物は無理ですね。 

http://review.rakuten.co.jp/item/1/207474_10025730/1.1/ 

88 このため、例えば、先端部３２ｂが第１挟持部１２から離反する向き（同図に示す矢印Ｂの向き）に回動部３２に対して力が加

わったとしても、この力の加わりに起因して回動部３２の基端部３２ａが第２レバー３３を中心線Ｘに沿った向き（同図に示す

矢印Ｃの向き）に押圧する押圧力を、中心線Ｘ上に位置しているリンク３４が確実に受け止める結果、回動部３２の回動が確実

に規制されて回動部３２が回動不可状態にロックされる。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2009149418 

89 蓋用の回転棒（４）と便座用の回転棒（９）は同軸状（同心２重円筒状）にすれば、理論上の回転軸と回転棒が一致して力の加

わりに無理が無くなる。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2003125978 

90 その前進からブレーキと力の加わりが逆転する間に一瞬、 
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力の加わりから開放されてフリーになるわけですよ、 

クラッチレバーを握った時と同じように。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5195967.html 

91 プレートが均質な一枚板ならかなり押されても大丈夫ですが、実際はいろいろな地層の組木細工のようなものですから、力の加

わりからが強いところと弱いところが生じて、弱いところで破断が起こります。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10113401685 

92 今日は 12月限定の潮を頂きました 

ベースのスープは同じですが魚介の加わりから薬味の後付けもいい仕事してます 

https://lineblog.me/genkilifebb/archives/65300.html 

93 昨年は期待された景気回復も見られず、社会不安の加わりから先に見通しも立たない１年でございましたけども、こうした経済

社会環境の中で競輪事業の活性化のために電話投票によるところのファンサービスの充実、ファン拡大へのためのＰＲ活動あら

ゆる施策を展開してまいったところでございます。 

https://giji.rocks/igiji.php?city_code=11208&giji_id=15_110 

94 ぶつけたり落としたり、力の加わりで変形や破損が生じやすいので十分ご注意ください。 

https://kkagamii.stores.jp/items/59042619748e5b5d070042ce 

95 ※巻きツルは、柔らかく繊細なお作りのため、ツルの長さ・角度に個体差が生じます。また、力の加わりで変形や破損が生じや

すいのでご注意ください。 

http://www.viviennewestwood-tokyo.com/f/dsg-25129 

96 寒色の加わりで、クールさを持った気品を表現することができます。 

http://usui-tosou.net/iroimage.html 

97 

 

オーディオの歴史の中でもっとも大きな「もの」の加わりであるとともに、 

機械仕掛けに電気仕掛けが加わった、ということでもある。 

http://audiosharing.com/blog/?cat=162&paged=2 

98 過度な力の加わりで破損が生じる事もございますのでお取り扱いには十分ご注意下さい。 

https://minne.com/items/7712183 

99 でも最近の実験ａｒｔが、いろんなアーティストさんの加わりで、確実に表現が広がってる。 

http://ameblo.jp/hiroppa-ratta/entry-10924839803.html 

100 あて材形成による傾きだとすると針葉樹と広葉樹で変化があるのかな。。。 

一瞬の力の加わりでその後のあて材形成に影響があるのか、通常の風向きとの関係性なども含めて興味がある。 

http://slowlifegarden.com/column/1/2015/10/13/post-348/ 

101 しっかり地面を踏み込み、地面を蹴りだせれば床からの力の加わりで全身に力が入るようになります。 

http://www.grande-sekkotsu.com/blog/2017/02/post-110-422211.html 

102 なれない硬い靴で足も痛いし､体の重心移動が余分な力の加わりで余計に疲れちゃうし…｡ 

http://ikeportant.seesaa.net/pages/user/m/article?article_id=86765440&page=4 

103 飛び石等によるガラスの割れ、1度ヒビが入ってしまうと力や熱の加わりでヒビが伸びてしまう可能性も…。 

http://www.passion-bodywork.com/mobile/bankin.html 

104 

 

顧客様 STYLE：デザインの加わりで１色カラーにはない深みや洗練さが表現できます♪  

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000138688/style/L004096192.html 

105 捻転骨折とは、ねじるような力が加わって折れた骨折のことで、屈曲骨折とは、圧し折るような力の加わりで折れた骨折のこと。 

http://ncode.syosetu.com/n6612cs/154/ 

106 これらの要素から本件の発生要因として、あくまでも推測ではあるものの、現品トーションバネの一部に微少な亀裂が生じてい

て、これが使用による力の加わりで徐々に深くなり、ある時この亀裂が起点となり、度合いは不明なものの疲労も作用して、そ

こから一気に破断が生じたものではないかと考えられます。 

http://www.info-niigata.or.jp/~clover-k/result.html 

107 少しだけフレアになったデザインニット！ 

無駄の無いシンプルなクルーネックに 

ほどよいデザインの加わりで、ちょうど良いんです。 

http://www.pal-blog.jp/brand/drawingnumbers/shop/shinjuku/da9e6cbc-9c08-4bc4-814a-

f5349fb89cff?categories%5B0%5D=COORDINATE&title=%E3%80%90%E8%A2%96%E3%81%AB%E6%B3%A8%E7%9B%AE%EF%BC%81%E3%80%91%E

8%A6%8B%E6%A0%84%E3%81%88%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C...&archive=2016

.09.20&shop=shinjuku 

108 や～二人でも充分かっこよかったけど、女子の加わりでこんなにまた良さが変わるなんて。  

http://d.hatena.ne.jp/mondchan/20110608 

109 サンドイッチは元々力を加えていないから漏れ出さない。手による力の加わりで出てきてるんだよ。 

http://ha10.net/anti/1490008274.html 

110 それがかなりの部分で生かされたことから形式的な加わりでなく、実質的な監修役となった。 

http://blog.livedoor.jp/rail777/archives/2008-12.html 

111 朝の自然光でレザーを見て、細かい傷が血筋が出来ていないか、細やかなチェックを行うそうです。 

そして履いた時の力の加わりで革自体がだめにならないか等もジャッジして、検査を超えた物だけが市場に並ぶそうです。 

https://ssl.idcom.co.jp/shack/consignment/index.html?d=2015-09 

112 「昔は家族が多く、家族総出で家を守っていたが、核家族になった現在、 

お庭は毎日職人さんがいらっしゃり、多くの人の手の加わりで維持をしている。 

https://plaza.rakuten.co.jp/hipharp/diary/201407090000/ 
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113 光の加わりでその美しさはさらに増し、見る人を魅了してしまいます。 

http://kawasorasankai.com/%E3%80%90%E7%B5%B6%E5%A6%99%E3%81%AA%E3%83%90%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E4%B8

%80%E6%9C%AC%E2%97%8B-%E2%97%8B%E3%80%91mod-ufo-062-lucie-%EF%BD%9C-yuichi-toyama-%EF%BD%9C/ 

114 ちょっとした力の加わりでポロっポロ外れてしまうので、ポーズが固まるまでは取り付けずに置いておくのが吉。 

http://blog.livedoor.jp/anarchy031/archives/1998577.html 

115  岩国海兵隊航空基地には部隊配備プログラムにより 2 部隊の海兵隊ホーネット飛行隊が臨時配備されているが、『F-35B』飛行

隊の加わりでどうプログラムが変化するかはまだ未確認である。 

http://qnanwho.blog.so-net.ne.jp/2017-01-25-12 

116 これからの練習と新たなメンバーの加わりで、どう変わっていくか楽しみです。 

http://blog.goo.ne.jp/kyoto-basketball/c/91ebb8a2a4250af2bcdbdd4ea5603f37 

117 師匠今日はお疲れ様でした、また小金井教室の美女２名の加わりで活気有る御稽古でした、又、二次会もね。 

http://kappore.at.webry.info/201402/article_2.html 

118 新しい仲間の加わりで、まつやま未来創造会議は総勢 30名となりました。 

http://www.kadoyagumi.com/system/uncategorize/post_9455.php 

119 ミディアムテンポに幻想的な空間をケリーのヴォーカルが泳ぎます、コーラスの加わりでクリアな世界観増し 

http://www.mryosuke.com/archives/2011-03-28.html 

120 実物を見ることで岩のちがいがよくわかりました．元は同じなのに，温度や，力の加わりでどんどん変化する地質にとても興

味をもちました． 

http://mekong.ge.kanazawa-u.ac.jp/Lecture/Comments/Uk2000_J.html 

121 パンツやスカート、ワンピースとも相性良く、染めのくしゃっとした加工感の加わりで綺麗めだけじゃなく、カジュアルにも着

ていただけます○。 

http://reac.jugem.jp/?page=1&month=201401 

122 シート間の樹脂が多い程に、製品化後の熱の加わりで樹脂が収縮し反ります。又は、最初からシートの重ね具合（巻き方及び巻

き終わり）に問題があり、焼きあげ時は固くなっていて経過するほどに反りが出たのかもしれません。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1028606305 

123 

 

手締めでも気遣って行えば何ら問題ないですが、すり鉢上の噛み合わせのため、構造上金属が僅かでも開けば微妙にずれますし、

熱の加わりで金属が膨張した時、締め付け度合いでもずれる可能性があります。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/76103010696/SortID=13818242/ 

124 

 

頭や首がまだ未発達な赤ちゃん。自然な位置で安定させ予期せぬ力の加わりで首がねじれるなど、赤ちゃんの筋肉へも負担がか

からないよう配慮されたクッションパッドです。 

http://hot-mammy.com/article/1580 

125 バラシた大物は、アワセた時に 3キロくらいだと、頭がこちらへ向く感じがするのですが、まったく動かなかったことと、走り

の重々しさから最低 5キロはあったでしょうね！ちょっとした急な力の加わりで針が開いてしまったんでしょう…本当に残念で

す。 

http://natsuki-ocean.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/2-a1b1.html 

126 その後プラグが焼け付いて取れないということでディラー再持ち込みとなりヘッド脱着作業の加わりで 15 万コースとなりまし

た。 

http://minkara.carview.co.jp/car/isuzu/bighorn/qa/unit5687/ 

127 応力集中の特徴を持つ非昌体であるガラス、１度ヒビが入ってしまうと力や熱の加わりでヒビが伸びてしまう可能性もありま

す。早めの修理を！（交換 保険処理も承ります） 

http://www.chukosya.xyz/123aichike/10532514172.html 

128 

 

活動は、地域の文化活動や教育活動、祭や地元行事への法人会としての加わりや協力を するため力を合わせ強力に実行してゆ

こうではありませんか。 

https://web-mate.jp/media/9/20140903-2014-%E5%8B%BE%E7%8E%894-01.pdf 

129 性的刺激などによって興奮状態になると、様々な分泌液によって ph に変化が現れ、汗などの成分が混ざることから塩味の加わ

りや、酸味の変化が発生するようです。（しょっぱいと感じることが多いようです） 

http://lovejc.x.fc2.com/ 

130 

 

勾玉はちょっと無理な形を作り上げているので石の耐性や、力の加わりや蓄積が原因かもしれませんよ。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1486549509 

131 段差の高さに関係なく、その時の力の加わりや、力の方向などにより骨折する可能性があります。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1345878568 

132 歩くとき力の加わりや体重を支えきれなくなると、 

骨（関節）は面積を広げて支えようと形を変えてきます。 

http://ameblo.jp/mrsato80/entry-11353792555.html 

133 そう、この組み合わせだったからこその、楽曲に更なる物語性の加わりや、九州男本人の表現の幅や深さの引き出されも、この

日のライヴの随所にうかがえた。 

http://music.emtg.jp/liveReport/201111010594a0814 

134 磁気回路を柔軟に支持する構成として、磁気回路の外周の外に複数の爪状突起を有する円環状の樹脂成形材を衝突カバーに接着

固定することにより、磁気回路を柔軟に支持する支持ゴムの固定方法として接着法を使用しないため、張力のバラツキが少なく

なり、組立作業が速くなり、さらに急激な加速度の加わりや長期的な振動等からの剥がれ等による特性変化や破損が生じにくい。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/1998172072 

135 実際数ミリ当てるズレると力の加わりや方向が変わってくるしな（個人的に卓球で感じた 

https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/livetbs/1448368525/ 
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136 ストレスや外部からの過剰な熱の加わりなどで 

「肝」という所が痛めつけられると 

「気」の巡りを悪くするんだよ～。 

https://ameblo.jp/poichipo/entry-12275436755.html 

137 

 

冷気や乾燥、そして紫外線や物理的な力の加わりなどは、説明しなくても対処法はお解りですね。 

ここでは意外に気づかない、熱に対するマスト細胞の反応を紹介しておきます。 

http://sappho.jp/wp/kougi/kougi_440.html 

138 さて、私は、年初において、「進化の為の変化を許容する」旨のお願いをいたしましたが、昨年度末から新 たな仲間の加わりな

ど、徐々に変化していることは皆さんが分かっていることと思います。 

http://www.keps.co.jp/hibiki/hibiki34.pdf 

139 しかしどのように着風他の人と比べて違う効果を着るか、味気ないですか？ニットを選択時に、詳細設計の感のニットセーター

はもっと目を引き、たとえばかわいいプリント、毛皮の要素、あるいは切り替え要素の加わりなど、これらの詳細設計が「気持

ち」の目立つところですよ！ 

http://www.cospya.com/blog/cospya-sweaters 

140 このとき、蓋の剛性の左右差や、重心の左右どちらかへの偏り、蓋への左右不均等な応力の加わり、あるいは、蓋の軸支部分の

強度の左右差等多くの条件の違いにより、蓋を閉めたときの蓋と炊飯器本体の隙間に左右差が生じ、見苦しくなるという問題が

あった。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2003038341 

141 タイヤの設計時に恐らく、逆方向からの力の加わり等を考えていないと思うので、 

(そうじゃないとタイヤの方向指定は無いだろうし) 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1116173791 

142 Ⅰ、Ⅱにはない音がキーボードと松下さんの新たな加わりで 

一部全く違うものになってるものもあるし･･･。凄いのよ。 

http://blog.livedoor.jp/eyesky22_4/archives/2006-04.html?p=4 

143 力の加わりは強いのですが、ヒットを量産したり安定したバッティングには不向きとなります。  

http://kids-yakyu.com/batting/batting-29 

144 単純な力の加わりは減りそうですが、意図しない衝撃が増えそうですね。 壊れる可能性があることは変わらないかと。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13125607123 

145 一本の線を弛ませた状態から引っ張るのと弛ませてない状態から引っ張るのとでは力の加わりは違いますか？ 

よろしくお願いします。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13121949933 

146 ISO感度の新露出の設定の加わりは、写真の世界に飛行機を持ってきたくらいの違いがあります。 

http://www.all-digicam.jp/dejikame-rosyutsu04.html 

147 金子の加わりはこんな試合でもデカいなやっぱり 

http://blog.livedoor.jp/plhfmbe/lite/archives/50139409/comments/2583238/?p=84 

148 パーシャルレンジであれば、上記のような肩への不自然な力の加わりは最小限にとどめられますから。 

http://reaction-resistance.com/TANREN-HP/cgi-bin/01bbs/puretree.cgi?mode=view&page=0011&root=1202120501 

149 自分にとってもこの絵に対する心の加わりはとても大きな発見でした。 

http://picselfie.com/tag/oldlens/AQAUd_7SwgqmPPksVWWFYyDCXomS5BjiSAMoNGBdzoJvHl3ZkTsiKlA8ZD7qdsELrXLFOEtq18JKR3Ta

hYAX945xD1i_44MCcoLSRgKfBpwK6f25UszsP7oDsknIUIZjag8/amp 

150 水分の圧力と地表に深く亀裂を与える位に、しみこむ水分はそのダブル効果となって、地表を揺さぶる特に島国では、その力の

加わりは相当な力、ガロンになるのではないだろうか。 

http://timesview.blog97.fc2.com/blog-entry-1156.html 

151 この力の加わりは施術者もですが、受ける側も痛い為、筋肉に力を入れてしまうので、余計力が入り、痣ができやすい状態にな

りやすいとも言えます。 

http://www.beyondtheblurb.org/category6/aza.html 

152 環状体外側周囲１０８に対する膨み力７００の加わりは、環状体外側周囲１０８内の環状体周方向応力を作り出す。環状体周方

向応力は、環状体外側周囲１０８に沿って環状に延びている。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2014514505 

153 (ソウル=ニュース 1) クッジョンファン記者 = 日本にて阿部政権の安保法に反対し集団違憲訴訟の準備の真っ最中、現在まで

750余名が加わりの意思を明かしたと共同通信が 13日報道した。 

http://ameblo.jp/kosdesu/entry-12106061784.html 

154 当初「物理学」 「化学」「生理学・医学」「平和」の 5部門だったが、 後に「経済学賞」が加わりの 6部門となった。授賞式は

毎年、ノーベルの命日 に当たる 12月 10日に行われる。受賞者には賞状と金のメダル、賞金が贈らる。 

http://uguisu.skr.jp/recollection/noberu.html 

155 今年は人気のカーキ、新色にピンク、イエローが加わりの 3色展開です。 

春先から秋まで大活躍の 1枚ですので洗い替えに色違い、多頭飼いのかたも色違いで揃えてもかわいいです 

http://www.alphaicon.com/article-details/116 

156 日本人選手では、井戸木鴻樹、須貝昇、奥田靖己に加え、今回のマンデーを勝ち進んだ３名が加わりの計６名の選手が本戦に挑

む。 

https://www.facebook.com/pgaseniortour/posts/776268729092697 

157 現在、当院循環器科には６人のスタッフと、副院長で総合内科部長の長尾先生 も循環器が専門ですので計７人と、今年からは後

期研修で循環器科のレジデント となる三好亜矢先生が加わりの８人の体制となります。 
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http://www.meitetsu-hospital.jp/newsletter/pdf/20070301.pdf 

158 HOZHO GOH (ホジョンゴ）からは、バンドメンバーが加わりの演奏でした。今回は、ギターに鳥山 雄司さん。水の影までのクラ

シックギターの優しい音は、最高でしたよね。 

http://yuming-kobe.com/expo2005/expo2005_repo1.html 

159 受け手のラファエルシルバもよくオフサイドラインを見ていたと思うが、ここからラファエルシルバの突進が加わりのダメ押し

点。 

http://redsgyakushuu.blog.shinobi.jp/Entry/1141/ 

160 昨日は会派の勉強会がありました。今回から新議員が８名いることから、共産党の勉強会に会派に属さない３名が加わりの勉強

会でした。 

http://www.yasusigi.net/~nonami/cgi-bin/shu1_diary/shu1_diary/165.html 

161 やがて女が加わりの三角関係！ 

https://twitter.com/kineukineu/status/737648866346967040 

162 そうしないと、その酒の味を忘れてしまうからだ。もともとアルコール性健忘症の疑いがあったが、それに加えて加齢性健忘症

が加わり、さらに飲酒中ゆえ酔脳性健忘症が加わり、の三重苦状態 

http://www.47news.jp/feature/sake/2010/10/290.html 

163 ホント同じような人はいるものです。車好きのおじさんが加わりの品定め  

http://blog.niwablo.jp/yyy/kiji/139115.html 

164 人気の☆星柄☆に新色ライトオレンジ・ライトパープルが仲間入り！ 

好評発売中のブラック・レッド に上記２色が加わりの全４色をご用意。 

数量限定生産 

お早めにお買い求め下さい！ 

http://shimizu-jtc.com/page54/day-201205 

165 今回は、ひるがのの牧歌の里でランドローバーのイベントがあり、そこへ参加した天草ファミリー＠一宮、正木ファミリー＠苅

谷、ランドローバー一宮の関戸シャチョウに高校の脇本先生が加わりの９人で楽しい夜となった。 

http://hoshinos.cocolog-nifty.com/hoshinos/2006/02/index.html 

166 駐車場などの関連事業と合わせて黒字（経常損益で黒字）だったのは、前年度黒字の新千歳，仙台，松山，熊本，鹿児島５空港

に長崎，宮崎の２空港が加わりの７空港となった。 

http://gratillity29.rssing.com/chan-15384921/all_p20.html 

167 ～人気のマット系にシックで高級感のあるカラーが加わりで全 51色の多彩なラインナップに ～ 

http://www.mmm.co.jp/news/2013/info/20130917.html 

168 

 

プロの手が加わりであっという間に別人に。まさに『お姫様気分～』を味わえる瞬間。大満足！ 

http://stworld.jp/feature/NC/solomariage/ 

169 それにしても、ロビンのお下がりなのに、よくも１歳７ヶ月までもったものだ。 

ロビンが若い頃は、走ってはリードが伸びきり力が加わりで１年に１個は壊れていた。 

http://rblog.dog-knit-y.com/?eid=1260 

170 レバーをバルサミコ酢を使ってソテーすることで、酸味と甘味が加わりで食べやすくなっています。レバーは、鉄分が多い食材

です。鉄は、貧血予防には欠かせない栄養素です。 

https://recipe.shidax.co.jp/recipe/outline/166 

171 平均 PV は 6000V で程でしたが、定期的に虫眼鏡をテェックし記事にしたことで、特化サイトにトレンドの要素が加わりで爆発

したのです。 

http://daigo-affiliate.com/archives/413 

172 メンマの歯ごたえが加わりで一段とおいしく 

https://gohanbito.jp/recipe/?rid=74&cate=%E3%83%97%E3%83%AD%E6%8A%80%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%94 

173 今年もクレープやさんやりました 

今回は３名若手看板娘が加わりで５人体制とても助かりましたよ 

https://plaza.rakuten.co.jp/ewata/diary/201604020000/ 

174 今日は我ら白馬サブニュマと歌姫のてるちゃんが加わりでの開催で〜す。 

http://cocone.naganoblog.jp/d2013-01.html 

175 そこに英雄伝説が加わり、古代祐三が加わり、他のファルコム系 CDが加わりで、ALLファルコム＋古代祐三の音楽紹介サイトと

なったわけです。 

http://tkdate.cocolog-nifty.com/blog/ys_music_files/index.html 

176 昔は、中学生までの参加で、段取りからすべて子供たちだけで行なっていました。 

それが何時しか、高校生が加わり社会人が加わりでやっとのことで存続しているのが現状です。 

http://samidare.jp/kusaokaham/note?p=list&page=22&c=300826&kw= 

177 毎日毎日、辛いニュースそして福島原子力発電所の問題が加わりで気が滅入ってしまう中、 良い報告を見つけました。  

http://okazakikeikan.boo-log.com/d2011-03.html 

178 今、小学校４年生で活発でお友達もいっぱいですよ。  

ただこだわりが強く頑固だったのは変わらずで、でも野球を習いだし、頑固さに負けず嫌いが加わりで良い方向に迎えてます。  

http://mikle.jp/threadres/1911939/ 

179 今日のおかずはタカセガイと熱帯魚の刺身、そして初めて食べるシャコガイの刺身が加わりで豪華になる。 

http://www33.tok2.com/home/sasa33/2003/iriomote1/sabaibaru.htm 

180 真ん中では果実実充実しつつ独特な後味の苦味などの個性が加わりで、 東向きの斜面・ブランショに至り、黄昏る。 

http://machiya11.jugem.jp/?eid=217 
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181 15時過ぎ、全員が無事に戻り、入浴 

16時から駅前の和民で反省会と言う名の反省しない飲み会 

反省会からの参加の 1名が加わりで 20時半過ぎまで楽しみました。 

http://running-dream2012.cocolog-nifty.com/running/2014/06/post-baf2.html 

182 僕はカミオくんと二人でやったり、そこにバイオリンのてっこさんが加わり、さらにカッカが加わりで、ピアニカ弾いたりシン

セサイザー弾いたりタンバリン叩いたりマイクスタンド動かしたりのユニットと写真家の平間さんとカッカと玄音ヤス君と 4人

でインプロビゼーションなジンジン＆チンチンズというバンドをやりまして。 

http://hi-spam.seesaa.net/index-3.html 

183 既存のパルシアに、グルタチオンの力が加わりで SODではとれない悪玉活性酸素を除去。修復力が早く、しみ・シワ・たるみは

もちろんのこと、お肌のキメが整い透明な肌になります。 

http://salonalfa.eshizuoka.jp/ 

184 今後の改訂版では、ITECの先生方や才能ある若き頭脳の力が加わりで、ずいぶんと改良されると思います。 

http://it.nog.raindrop.jp/?eid=944003 

185 それを見た近所のオバアチャンとオジイチャンが加わり、お隣のオバアチャンが加わりで見事に全部の草を抜いたのです。 

https://okwave.jp/qa/q2406498.html 

186 後方の小隊は、地形の許す限り開進（横に広がる進撃）して追撃射撃を加わりを要す（明治三十一年版『操典』）とある 

https://books.google.co.jp/books?id=-

la5DAAAQBAJ&pg=PA137&lpg=PA137&dq=%E8%BF%BD%E6%92%83%E5%B0%84%E6%92%83%E3%82%92%E5%8A%A0%E3%82%8F%E3%82%8A%E3%82%

92%E8%A6%81%E3%81%99&source=bl&ots=hb-t2mrVjS&sig=9Y-dYunxW-DbMaCxKVQz8erSaNE&hl=vi&sa=X&ved=0ahUKEwim-

e7hqbLZAhUEwLwKHSgPA2EQ6AEIJzAA#v=onepage&q=%E8%BF%BD%E6%92%83%E5%B0%84%E6%92%83%E3%82%92%E5%8A%A0%E3%82%8F%E3%82

%8A%E3%82%92%E8%A6%81%E3%81%99&f=false 

187 次の小集団が来たらまたローテーションに加わりを繰り返し、ダムを終えた。 

https://ameblo.jp/aky88/entry-12106167404.html 

188 日本も IEAが推進する各種の活動へ積極的に加わりを持っており、日本が担う分担金の率もトップクラスになっています。 

http://volunteer-platform.org/words/international-organizations/international-energy-agency/ 

189 ルーリスは満面の笑みで答えた。嘘偽りない、本心で仲間に加わりを喜んでいることがわかる。 

http://ncode.syosetu.com/n4017cv/65/ 

190 最近は現在進行しているコンテンツだけか正式加入かはまだ未定ですが、イラストレーターが新たに加わりを活発化しておりま

す 

http://wew-official.jugem.jp/?month=201211 

191 深セン炭素市場の銘柄は従来の SZA-2013 と SZA-2014に SZA-2015が新たに加わりの 3種類になった。 

http://www.cncdm.jp/cat24/cat29/8.html 

192 今期（2016年３月期）からはＮＩＰＳＥＡ社が連結対象になり本社の損益面に加わりの売上、利益とも急増が予想されている。 

https://www.wakafxinfo.com/strategist/62/column/6385 

193 体配から（身幅尋常、重ね薄く、反り僅かに加わり、フクラの枯れた小ぶりの短刀）この小振りで、反り僅かに加わりの説明で、

時代は鎌倉末期から南北朝初期を示唆しているのではないかと推測しました。 

https://plaza.rakuten.co.jp/3jyakunosyuusui/diary/?PageId=20&ctgy=0 

194 まず、必要なのは、と心理学の理論と方法の一部(心理療法と心理学区)です。 心理学のプロット図の物語弁護士が執筆に加わり

のセラピストの患者の心理療法です。 これらの物語の成果の応用心理学の理論とモデルは、患者の特定の状況です。 

http://healmytrauma.info/ja/the-fundamentals-of-psychological-theories/ 

195 400人を超える同盟に加わりの戦争したり、じっくり国造りしたりと、遊び方は無限大。 

http://gamemode.info/guide-19/ 

196 そもそも、王族含めた上位貴族の子弟も在籍する士官学校での事件ということで、所長の私自ら、取り調べに加わりまでしたの

だ。王立士官学校の教頭先生にご足労いただいても、バチはあたるまい。 

https://kakuyomu.jp/works/1177354054881426800/episodes/1177354054881437661 

197 そして案内状を封筒に入れますが、運営委員長も作業に加わって頂きます。 

Ｔ運営委員長は今回は１０分だけ作業に加わりでした。 

http://tn160913.blog.fc2.com/?mode=m&no=1315&photo=true 

198 なにやら新一も怒り、ナレーターも勝手に加わりで大変な事になってきました！まだまだ終わらないこの新一と平次の犬休み！

コナンの飼い主は見つかるのだろうか？ 

http://www.ytv.co.jp/conan/bbs/read/?page=5025 

199 青山ロブロイがあの安部譲二さんの店であったこと、安田南さん、笠井紀美子さんが歌い、山下洋輔トリオ、渋谷毅さんがプレ

イし、若き矢野顕子がセッションに加わりなどということは、知ってはいたのですけど。 

http://cm-song-movie.blogspot.jp/2012/07/blog-post_31.html 

200 御前などでも殿方の管弦のお遊びに加わりなどして、殊にこの人に勝る人もない名人なので、恨み言を言いたい気分でいたとこ

ろから、とてもしみじみと聞こえて来る。 

http://www.sainet.or.jp/~eshibuya/modern07.html 

201 足跡化石班の調査も並行して行う他に、12 日から掘って南の道に積み上げておいた粘土の山から化石 を捜す班もつくりまし

た。珪藻化石班が今回から加わりは地質班の説明を受けて、地層を確認しました。 

http://www.town.taga.lg.jp/akebono/museum/PDF/kekka3.pdf 

202 今日はロトメトスラの天才、ベーシスト小谷氏まで加わりの芸術的な試合でした。 

http://blog.livedoor.jp/deurahhi/archives/52018332.html 

203 復活の怪人二十面相といい小林君の活躍もさることながらチンピラ別働隊まで加わりの大捕物劇でした。 
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https://i.bookmeter.com/books/425932 

204 バンメンまで加わりの演奏付きで、今日のコンサート前は、健さんとの打ち合わせで光ちゃん忙しかったようで… 

http://blog.goo.ne.jp/m1113t/m/201412 

205 そんな手間かかることではないけど後回しになってしまってた母…  

ハルまで加わりのクッキング 

http://ameblo.jp/kywish/entry-11917312090.html 

206 これが脱出するまで私の車も出られないのでしばらく車中で観戦。そしてこのワンボックスはますますぬかるみにはまり、たま

たま近所をパトロールしていた警官まで加わりの大脱出劇、自分もたまらず飛び出してみんなで奮闘すること１時間、ようやく

泥舟と化した 

https://plaza.rakuten.co.jp/nishikun/diary/201004170000/ 

207 市の行事は春の桜、チュウリップ祭り、秋のコスモス祭り、晩秋には、市の 小学児童による、八朔相撲大会等のエベントに合

せ、青森、福島、三宅島等 からの出張模擬店まで加わりで賑います。 

http://www.geocities.jp/ryomzt/kouen-2006summer.html 

208 3人の子供の世話と家事に加えて、夫の世話まで加わりで気の休まる時間がまったくない状況になってしまった。 

http://ima-okiteirukoto.seesaa.net/article/439304124.html 

209 大阪市は市政改革の一環で、屋内プールなど約 100 施設を来年平成 26 年度から廃止縮小を始めるとしていたが、大阪都構想に

よる新たな加わりを見極める必要があるとして時期を 1年遅らせることになった。 

https://tvtopic.goo.ne.jp/kansai/program/nhk/25961/208323/ 

210 BATHYSCAPHEは家族への新たな加わりを歓迎する 

http://yaplog.jp/widgetbrowser/ 

211 それに新たな加わりが、、、まぁまぁ４人でいい勝負ですよね。 

追加された 2名。こちらです 

https://beauty.hotpepper.jp/slnH000055768/blog/bidA010986214.html?pn=5 

212 物質的な欲望の最たるものは、パートナーとの肉体的な加わりがある。 

その様な物質的な欲望をサポートするのがネツァクである。 

http://ameblo.jp/samuharadoujyou/entry-11953514502.html 

213 これからは、特に人口１０数億人いて潜在能力（経済発展の余地がある）の高い中国など経済新興国へのビジネス的（政府のバ

ックアップも含み）参加が必要であり、国内事情ばかりでなくＴＰＰ（経済連携）など国際的な加わりが出来なければ経済孤児

にもなりかねないとの警鐘を鳴らしていた。 

http://mikikazu2.exblog.jp/12049930/ 

214 

 

ハルナツでは昨日まで本番だった宮本さんが加わったり、 ピーターパンでは台本に新たな加わりが出来たり！ 乞うご期

待！！  

http://souzoukoubou.jugem.jp/?day=20161121 
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25．「蹴り」に関する用例 

番号 用例 

1 蹴りが速すぎる格闘家。 瞬発力抜群の筋肉は必見!! 

https://www.youtube.com/watch?v=8sPNCuyLe5g 

2 一方、ボクシングのように蹴りが原則として認められていない格闘技もある。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B9%B4%E3%82%8A%E6%8A%80 

3 例えば今までの蹴りが風船の破裂のような破壊力だったとしたら  

ガス爆発のような破壊力になります。  

https://ameblo.jp/upperrice/entry-12273866199.html 

4 パンチや蹴りが上手くなれない人 

http://kickbox.jp/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%84%E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%8C%E4%B8%8A%E6%89%8B%E3%81%8F%E

3%81%AA%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E4%BA%BA/ 

5 体が固いのか、筋が固いのか蹴りがなかなか上がりません。特に前蹴りは帯の辺りまでしか上がらず苦労しています。 

http://www.nom.ne.jp/genkuken/takaikeri.htm 

6 蹴り足が相手に届くまでのスピードを上げるという感覚を捨てて下さい。 蹴り始めから時間をワープして、相手に蹴りが届

いている感覚を持って下さい。 

https://okfight.com/?p=179 

7 作中でド S な刑事を演じたシシドは、濱田の腹部に強烈な蹴りを決めるというシーンの撮影で、蹴りが誤って股間に命中し

てしまったという。 

https://grapee.jp/414444 

8 ボクシングが蹴りがないから弱いみたいに言われてるのに納得できないです（長文です） 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13106093588 

9 派手な蹴り技&寝技、右の蹴りがないマフーフ苦肉の策?? 

【写真】マヌーフはほぼ、右の蹴りが使えないと判断していいだろう。 

http://mmaplanet.jp/4103 

10 1の蹴りが痛い・・・ 

http://aoinobuonn.hatenablog.com/entry/2017/10/24/215130 

11 【蹴りが得意な人に】 積極的反撃コンビネーション ～前蹴り→左ミドル→左膝→右フック～ 

http://www.hand-to-hand-combat.tokyo/entry/2015/08/04/135030 

12 蹴りが軽いと言われる人のためのテコンドー式パワーアップ法 

http://findhobby.click/kick-light/ 

13 蹴りが顔面に！？空手キッズが本気勝負！ 

 http://www.tbs.co.jp/Yeahhhsports/0120/index.html 

14 仮面ライダークラスの切れ味！？オードリー若林の蹴りがキレッキレッすぎる件 www 

http://majical.net/surprise/53391/ 

15 ＜解説＞ フットバッグは、欧米を中心に競技人口 600 万人とも言われるメジャーなスポーツであり、柔らかいお手

玉のようなボールを足に乗せて行う競技である。 その動きは空手やキックの蹴り技と共通し、楽しみながらフット

バッグを行うことで、 蹴りがみるみる上達する。 

https://footbagmania.com/items/545119cc3cd4821493000b2f 

16 鋭い蹴りが持ち味の崔（右） 

https://www.tokyo-

sports.co.jp/prores/mens_prores/590162/attachment/%E9%8B%AD%E3%81%84%E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%8C%E6%8C%81%E3%81

%A1%E5%91%B3%E3%81%AE%E5%B4%94%EF%BC%88%E5%8F%B3%EF%BC%89/ 

17 --相手となるイグナシオ選手の印象は? 

「蹴りが凄い良いなと思いましたね。トリッキーな感じでクルクル回るんで。」 

 --お互い蹴りが得意なタイプだと思います。パンチの展開にはならない? 

 https://www.rise-rc.com/119-news0912-1 

18 ①相手が中段廻し蹴りを出した時、蹴りを流す方向へ自分の足をステップ（体重移動）させます。 

（左側からの蹴りがきたら、右へステップ。右側からの蹴りがきたら、左へステップ） 

http://fudokai.or.jp/skill/entry/89.php 

19 最近赤ちゃんの蹴りが少なくなってきてるし、この間産婦人科にいってきたらさかごでした。そろそろ位置が定まってくる

頃なのに大丈夫なんでしょうか。 

https://baby-calendar.jp/talk/topic/detail/19828 

20 宮元は右構えから右ミドル、三日月蹴りで対抗。しかし、小笠原の蹴りがより深くヒットし、1R から小笠原の左ミドルを受

ける右腕が赤く腫れあがる宮元。試合は距離を支配する小笠原のペースに。 

http://www.knockout.co.jp/result/knock-out-vol-0/ 

21 ゴムひもで蹴りが上手くなる！  

http://shorinji-aichi.jp/wp/112772/20161209517 

22 ※今まで、なんとかグッと力を入れて蹴っていた上段蹴りが、楽々スッと蹴ることができるようになります。 

基本移動などで、蹴りがつらいと思いますが、柔軟性を高めると、蹴りの移動の際などでも少しだけ楽になるかもしれませ

ん。 

http://www.semoccchi.com/entry/2017/05/08/023802 

23 そしてテコンドーといえば華麗な足技で有名だが、目ん玉が飛び出るくらい凄まじい蹴りが韓国で炸裂し、世界を驚かせて
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いる。内容を聞いて驚くなかれ。なんと上空約 5メートルにある板を蹴りで割ったというのだ！ 

https://rocketnews24.com/2016/06/25/766136/ 

24 

 

良い成績を残す投手は軸足も前足も蹴りが強い（上原投手の投球フォームの変化） 

http://strikeout11.seesaa.net/article/300254275.html 

25 ドライバーに蹴りが入る件 

http://ribjapan.com/post-1022-1022.html 

26 その辺の択余裕ならお前はヴァルキリー相手にも完封余裕だろ  

そもそも蹴りが絶対当たらんなんて豪語してる人間自体居るのに驚きだけど 

http://forhonor-kouryaku.xyz/2017/03/post-576 

27 右足の蹴りがよくなるアシックス「ゲルエースプロ」 

https://www.golfdigest.co.jp/digest/column/back9/2015/02/24/g.asp 

28 蹴りがスゴイ！？実は空手の有段者！ 

http://geinoutime.com/yamamotomaika-karate-bisyoujyozukan-1611 

29 カポエイラは蹴りが多いです。カポエイラほど蹴りが多い格闘技はおそらくないと思います。 

http://capoeira.or.jp/exercise_m.php 

30 無論、組手中の体勢によっては斜めに押し込んだりするような蹴りが有効な場合もあるが、「効かせる」ことを第一に考えた

場合には大腿四頭筋に垂直に当てる方が効果的である。 

http://www.jgy7.com/c-17.html 

31 マカロンさんの蹴りがもう南斗のそれ  

https://tr.twipple.jp/p/5c/17be57.html 

32 試合はラウンド制で行なわれ、胴体に蹴りかパンチ・頭部に蹴りが入ればポイントになります。最終ラウンドが終わった時

点でポイントの多い方が勝者です。 

http://olive-taekwondo.com/%E7%9B%AE%E6%AC%A1/about_tkd 

33 拳なんて飾りですよ、蹴りが下手な人にはそれが分からんのです。 

http://blog.goo.ne.jp/mussyumon/e/bd2e8a4304fdf8efd1fa766bd5541f8b 

34 蹴りが速すぎる格闘家。 瞬発力抜群の筋肉は必見!! 

 https://www.musiclessons.com/youtube/watch?v=8sPNCuyLe5g 

35 【画像】YUIMETALの芸術的な蹴りが凄い！「この躍動感スゲー！」「しなやかな曲線美・・・」 

http://blog.livedoor.jp/bbmt46/archives/69089811.html 

36 実家に帰ると元カノの家族がいて俺に本気の鉄拳と蹴りが来た。俺「は？え？ちょっ・・・何・・・？？？」元カノ弟「と

ぼけんじゃねーよ！」 

http://onihimechan.com/archives/40076605.html 

37 あの蹴りが伏線だったのか 

http://asap-matome.com/sendai-keru/ 

38 例えば、右足の蹴りなら、本当なら相手から見て左側から蹴りが飛んでくるところを、急に右側から蹴りが飛んでくるので、

耐性がないとけっこう引っ掛かります。 

http://keriwaza.blog.fc2.com/blog-category-17.html 

39 延長に入り腰を浮かせたステップワークで回転の良い突き、蹴りを使い始めた小林に冷静に見ながら的確に効かせてゆく蹴

りが冴え始め延長 51秒、左中段廻し蹴りが小林の腹にめり込み、一本勝ち。 

http://www.kyokushinkan.org/2weight.html 

40 土台がぶれると、せっかく出したパンチ・蹴りが正しく伝わらないということです。 

http://jucky.red/home/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84/%E6%96%B0%E6%A5%B5%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E6%89%8B/1875/ 

41 蹴りが重要なウォーキング 

太ももの裏側の筋肉をハムストリングといいます。 

https://www.madunityrollers.com/archives/61 

42 その動きは空手やキックの蹴り技と共通し、楽しみながらフットバッグを行うことで、 

蹴りがみるみる上達する。 

https://www.amazon.co.jp/%E7%9F%B3%E7%94%B0%E5%A4%AA%E5%BF%97-%E3%83%95%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3

%82%B0-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0-%E7%A9%BA%E6%89%8B%E8%B9%B4%E3%82%8A%E6%8A%80%E4

%B8%8A%E9%81%94%E6%B3%95-DVD/dp/B00LHGWIZQ%3FSubscriptionId%3DAKIAIALA3MCM7DYWBZMQ%26tag%3Dbeeant-

22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3DB00LHGWIZQ 

43 青野楓の蹴りが凄すぎる！美人で空手黒帯？ 

http://mezaika.com/model-kaedeaono-338 

44 世界一危険な鳥ヒクイドリの蹴りが怖すぎる。見れる動物園まとめ 

http://www.nk-happy.com/2016/12/31/7658 

45 後ろ蹴りでレバーを蹴る際、足を伸ばした状態で蹴るよりも足を曲げたまま蹴りを当てた方が威力が増大する。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B9%B4%E3%82%8A%E6%8A%80 

46 強烈な蹴りを放つ ICG姉貴 GB.使用例二本立て 

http://www.nicovideo.jp/watch/sm31603118 

47 しかし、上段廻し蹴りは、いくら筋力をアップさせたところで、なかなか力強い蹴りや、スピードのある蹴りを出すことはで

きません。 

http://www.budosuki.com/category19/entry114.html 
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48 蹴りをステップワークでかわす 

https://www.youtube.com/watch?v=pG5YOBuTkfE 

49 埼玉県の和光駅のホームで盲導犬にパートナーが足で蹴りをいれている動画です 時間が経っているので 

http://temita.jp/twitter/53603 

50 渋谷で暴走のワゴン車に“蹴り”入れた男性、中国でも話題＝「恐れ入る」「真の勇者だ」の声も 

 http://news.livedoor.com/article/detail/13682126/ 

51 アンダーソンに蹴りを入れる永田 

https://www.tokyo-

sports.co.jp/prores/mens_prores/289328/attachment/%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83

%80%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%81%AB%E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%82%92%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%B0%B8%E7%94%B

0%E8%A3%95%E5%BF%97/ 

52 回転しすぎっ！世界最高峰の"蹴り"を決定する大会が開催 

http://news.line.me/issue/movie-digest/218f480c0040 

53 イブラ、動画で 2度蹴りを披露…ツイッターで回復ぶりをアピール 

https://www.soccer-king.jp/news/world/eng/20170821/630520.html 

54 蹴りをする空手選手 

https://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=28043000819&GroupCD=0 

55 蔵谷さんは「試合はしないのでけがの心配はない。声を出しての蹴りや突きはストレス解消にもなるし空手は健康維持にぴ

ったり」という。 

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20171004-OYTET50011/ 

56 多彩な蹴りを駆使したラザノフが、寝技のミンを破る 

http://mmaplanet.jp/72877 

57 【名古屋駅】キレる中高年問題。改札にガンガン蹴りを入れる男性。誰も止められない… 

http://jyouhouya3.net/2017/09/kireru_dare.html 

58 【物理学を理解したトレーニング】強いパンチ・蹴りをだす方法。 

http://jucky.red/home/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84/%E6%96%B0%E6%A5%B5%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E6%89%8B/1875/ 

59 重い蹴りを武器に全日本 2連覇！空手界のチャンピオンを目指す 

 https://www.kwansei.ac.jp/kwansei_010155.html 

60 最強の蹴りを手に入れる！スプリットスクワット 

https://allabout.co.jp/gm/gc/456534/ 

61 1位 足（49％）  

全体の半分を占めます。特に蹴りの練習時の足の指の負傷が目立ちます。 

2位 手（28％） 

突きを入れる時や蹴りを払う時の手の指の負傷が目立ちます。 

http://www.kyokushin-mm.jp/10injury 

62 ミドルキックという名前は、キックボクシングでの中段への蹴りを指します。 

http://smilekick.co.jp/middle-kick/ 

63 空手着姿で蹴りを披露する 

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2017/05/27/gazo/20170526s00041000510000p.html 

64 01.「私が恐れるのは、1万通りの蹴りを 1度ずつ練習した者ではない。たった 1つの蹴りを 1万回練習した者だ」 

http://tabi-labo.com/240624/bruce-lee 

65 テレビドラマ「クリミナル・マインド FBI行動分析課」で FBI特別捜査官アーロン・ホッチナーを演じていたトーマス・ギ

ブソンが、脚本家に蹴りを入れ、今年 8月にクビになった事件について Peopleに初めて語った。 

https://www.cinematoday.jp/news/N0086274 

66 電車から降りて歩き始めたところ、いきなり後ろから蹴りを入れられました。 

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1201/b_519684/ 

67 横浜 FCオフィシャル DVD 夢に蹴りをつける。 

http://kakaku.com/item/D0070416801/ 

68 「ゴースト・イン・ザ・シェル」武田梨奈の蹴りを受けた長州力「キレてましたよ」 

http://natalie.mu/eiga/news/226783 

69 マルク・マルケスは、蹴りを入れられたと発言した。 

http://www.motogp.com/ja/news/2015/10/28/%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%8E-%E3%8

3%AD%E3%83%83%E3%82%B7%E3%81%AE%E8%A6%8B%E8%A7%A3/188439 

70 

 

脳みそに蹴りを入れて「企画提案仮説」を徹底準備するほうが、結局効率がいい 

https://www.sbbit.jp/article/cont1/33177 

71 高校の授業中に生徒が先生に蹴りを入れる動画が拡散  

周りはそれを見て爆笑 

http://sonicch.com/282237.html 

72 暴走車が来ても蹴りを入れない事が判明 [427379953] 

 https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1510615590/ 

73 蹴りを食らい、その場に倒れるおじいさん。騒ぎを聞き、３人の店員が駆け付けました。男性店員が女の子を床に抑え込み、

女性店員はおじいさんを助け起こしたそうです。 
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https://grapee.jp/418970 

74  一例として、『甲子夜話』に加藤右計という柔術の達人は組み付くと同時に相手の蹴りで肋骨 1 本をへし折られたが、その

まま壁に向かって投げ殺し、周囲に折れたあばらを見せ、淡々と説明したという話が記述されている。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E8%B9%B4%E3%82%8A 

75 中学１年の少女が、背後から男に突然髪を切られたが、蹴りで反撃し撃退した。 

https://www.youtube.com/watch?v=T8Y2iEFjy5Q 

76 蹴りから始まるコミュニケーション 

コミュニケーションのあり方っていろいろだと思う。 

http://enshino.biz/archives/1866 

77 蹴りで破裂させろ ❗ @BqOLOsG2Hyocci8 7 月 30日 その他《女性限定》あなたは日本人男性による性犯罪に遭った事がありま

すか？#拡散希望  

https://twitter.com/bqolosg2hyocci8/ 

78 蹴りに反応し、蹴りで返す 

https://ameblo.jp/n-krt-no1/entry-12324616156.html 

79 【女性限定】空手の蹴りでミットをキック! 

http://www.kokuchpro.com/event/26a8bb97cb8b42c851a937553914176b/193368/ 

80 中嶋（右）は激しい蹴りで杉浦を追い込みＶ３を達成 

https://www.tokyo-

sports.co.jp/prores/mens_prores/637344/attachment/%E4%B8%AD%E5%B6%8B%EF%BC%88%E5%8F%B3%EF%BC%89%E3%81%AF%E6%BF

%80%E3%81%97%E3%81%84%E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%A7%E6%9D%89%E6%B5%A6%E3%82%92%E8%BF%BD%E3%81%84%E8%BE%BC%E3%81%B

F%EF%BD%96%EF%BC%93%E3%82%92/ 

81 仙台育英渡部夏史の蹴りで大阪桐蔭と日本文理涙を飲む【問題場面有】 

http://various-search.com/sendai-ikuei-kickball 

82 見るものを驚かせる蹴りでインパクトを残し続ける瑠輝也はベルトまでたどり着くことが出来るか？  

https://www.k-1.co.jp/krush/news/26876/ 

83 多部未華子の“塩対応”に少女が蹴りで反撃！ 

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170803-00116383-the_tv-ent 

84 豪快な蹴りでディアケイジーに打ち勝ったクロース 

http://jp.ufc.com/news/4901 

85 ひ る ま ぬ ７ ２ 歳 、 刃 物 強 盗 男 を 蹴 り で 撃 退  広 島  

http://www.sankei.com/smp/west/news/141030/wst1410300013-s.html 

86 右足の蹴りで飛距離アップ・・ゴルフで 100を切る秘密！ 

http://cinemacatalunya.com/golf/archives/2868/ 

87 渡部夏史(仙台育英)が蹴りで出場停止？ツイッター閉鎖と出身中学や性格も 

http://snopommedia.com/watabe-senndai 

88 カンフーキッドが蹴りでスマホを支えるかわいいスマホスタンド 

http://3.ariken.info/archives/10142 

89 「向こうが蹴りで来るなら、俺が思いっきり顔面張ってやる」定アキラが織部克巳と対戦！6.2 NEW 第 2 シリーズ後楽園大

会！ 

http://www.igf.jp/2017/0531/32500/ 

90 烈な蹴りで頭を叩き潰す ヘビクイワシがヘビを狩る凄い映像 

https://twinavi.jp/topics/tidbits/59c13e89-e614-448e-975d-06b65546ec81 

91 勝ちにこだわりつつも「練習してる事を出せるように冷静に戦って、蹴りで倒せるのがベスト」と目標を掲げる。 

http://www.boutreview.com/2/news/rise/item_23960.html 

92 廻し蹴りには蹴りで返せ【テクニック】 

http://allmmalla.com/kickcounterfromkick/ 

93 衝撃動画】上空 5メートルの板を蹴りで真っ二つ！ アクロバティックすぎるテコンドーに世界が仰天 

https://rocketnews24.com/2016/06/25/766136/ 

94 今日 TV でしきりに流れてるこの渋谷スクランブル交差点の逃走暴走車に一人きりで蹴りで対抗して最高な間でコケたこの

最高なオジサンを TV各局はいま必死で探してるだろうな(笑)。 

https://renxrin07.com/2017/09/26/262/ 

95 2015年マレーシア GP：ロッシ、”蹴り”でマルケスを転倒させる 

https://jp.motorsport.com/motogp/video/main-

gallery/2015%E5%B9%B4%E3%83%9E%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2gp-%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%B7-%E8%B9%B4%E3%

82%8A-%E3%81%A7%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%82%B9%E3%82%92%E8%BB%A2%E5%80%92%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B-

86057/ 

96 人気の吉田一尊プロ伝授。ゴルフは左足の蹴りとリズムで飛距離アップ 

http://golfbuzz.jp/distance/kick 

97 蹴 り で 腰 を 痛 め る 理 由  

http://ksj-jp.com/index.php?QBlog-20150613-2 

98 キノコ採り中に遭遇…蹴りでクマ撃退！ 

http://www.news24.jp/articles/2014/09/23/07259729.html 
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99 打撃練習 近藤健介 軸足の最後の蹴りで飛距離アップ 日本ハム近藤のフォームから習う 

https://spollup.jp/baseball/kondo-form 

100 数万年モノが一瞬で…観光客の蹴りで鍾乳石が無残な姿に―中国 

http://www.recordchina.co.jp/b180019-s2-c30.html 

101 テコンドーの蹴りで重視されるのは、パワーよりもスピードと連打、そして正確さです。 

http://kamekichi.mobi/2017/02/26/keriwaza/ 

102 ヒクイドリはギネス認定の世界一危険な鳥！蹴りで人を殺せる！？ 

https://kikenseibutsu.info/cassowary-38c/ 

103 喧嘩なんて素人対素人が当然だから経験者うんぬんいっても意味ない 

下手に拳や蹴りで攻撃してお互い怪我するぐらいならヘッドロックをしよう 

http://chaos2ch.com/archives/4005294.html 

104 ブアカーオ選手のミドルキックは、キックボクシングに興味がある人なら誰もが一度は目にしたことがあると思いますが華

麗で目を疑うような、しなやかな蹴りで「ミドルキックの教科書」と呼ぶ人も多いくらい美しく、カッコイイフォームだと思

います。 

http://smilekick.co.jp/middle-kick/ 

105 喧嘩の時、蹴りとパンチどっちが多いですか？また素人の喧嘩はどうなったら勝ちなんでしょうか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11103875131 

106 空手の蹴りとキックボクシングの蹴りの違いを教えてください。 

自分、中１か中２のときに極真空手をやってました。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1295308377 

107 格闘技における足技、つまり蹴りの一つ。  

通常の蹴りと異なり、すねや足の甲ではなく、膝を相手に叩き込む。  

https://dic.pixiv.net/a/%E8%86%9D%E8%B9%B4%E3%82%8A 

108 ムエタイの蹴りってどんな風に蹴るの？それとムエタイの蹴りと空手とかの蹴りってどう違うんですか？ 

http://www.digioto.net/boxing/archives/000804.html 

109 今度は蹴りについての質問です、前蹴り 横蹴り回し蹴り特にどんな事に注意して練習をすればいいですかあと

威力のある蹴りとはどんなものでしょうか教えてください 

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=6066&id=50050028 

110 「僕は相手がどこにいても蹴りを当てられる。蹴りと空手の強さを見せたい」  

https://www.k-1.co.jp/k-1wgp/news/2541/ 

111 蹴りと抜刀の融合 

https://ameblo.jp/gaisenjyuku/entry-11888505079.html 

112 その 46｢蹴りと室外機｣ 

http://rooftop.cc/column/m/endcape/121127225338.php 

113 浜田雅功が品川に蹴りとビンタ！その激怒の理由がとても優しかった…  

http://trend-izumi.com/post-11239/ 

114 投球動作における体重移動と体幹傾斜及び軸足の蹴りとの関連性 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ptkanbloc/28/0/28_0_95/_article/-char/ja/ 

115 人気の吉田一尊プロ伝授。ゴルフは左足の蹴りとリズムで飛距離アップ 

http://golfbuzz.jp/distance/kick 

116 ５、蹴りのインパクトの瞬間に、上半身を蹴りと逆方向に反らします。 

http://atsuteko.com/taek0404.html 

117 【RIZIN】ギャビに挑む堀田祐美子「やることは蹴りとパンチだけ」 

http://efight.jp/news-20161228_252747 

118 以前やすさんから「どうしてうまくスライドできないの？」と質問を頂いたときの回答でも触れましたが「助走やスイング

のエネルギーを無駄なくボールに伝える」ためには、しっかりとした右足の蹴りとスムーズな左足のスライドが必要です。 

http://www.dcn.ne.jp/~bakaichi/okotae/ans31.html 

119 アメリカ人のムエタイ選手の芸術的な蹴りとミット打ち 

https://ruclip.com/video/P-

bi6niRAfs/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%83%A0%E3%82%A8%E3%82%BF%E3%82%A4%E9%81%B8%

E6%89%8B%E3%81%AE%E8%8A%B8%E8%A1%93%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%A8%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88%E6

%89%93%E3%81%A1.html 

120 （ 切れのある punch 、切れのある蹴りとは、科学的に何を意味するのかはいずれ紹介したい。） 

http://shushin-kaikan.com/kagaku/kagaku005/ 

121 膝と足首とが水平ならば蹴りの高さは膝の高さと等しくなり、２の状態で膝と足首とが斜めとなっていれば、 

蹴りは膝からまっすぐ伸びるから上段部への蹴りとなる。 

http://www.ichiyukai.com/lesson/lesson-c.html 

122 日 本 人 の 廻 し 蹴 り は 、 蹴 る 側 の 腕 を 蹴 り と ち ょ う ど 反 対 方 向 に 振 る こ と が 多 い で す 。  

ま た 同 時 に 、 蹴 り と 反 対 側 の 腕 を 上 に 振 り 上 げ る こ と が ほ と ん ど で す 。  

http://ksj-jp.com/index.php?QBlog-20150613-2 

123 蹴りとパンチでドスランポスを倒してみた 他 [MHF]  

http://kimagure-hunt.blog.so-net.ne.jp/2010-10-03 

124 インローは素早さが命なので、他の蹴りと違い、弾くように蹴り、素早く元の構えに戻る。インローは、前に入ってくる相手
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を止めるのに有効である。また、非常に... 

http://moe-kickboxing.net/kick.html 

125 蹴りとは何？  

言葉をそのまま捉えると、「地面を蹴ること」「地面を蹴って歩くこと」といった具合でしょうか。 

http://jp-hc.com/kick-walking170420 

126 「メストレ・バンバの蹴りとエクストリーム・マーシャルアーツ」黄帯 荻原 

http://capoeiratempo.blog121.fc2.com/blog-entry-1150.html 

127 空手家がクマに遭遇 蹴りと突きで撃退！ 

http://www.news24.jp/articles/2017/08/01/07368543.html 

128 切り返しですぐに右足で地面を蹴って腰を回し始める……。右足の蹴りと言えば、飛距離を伸ばす重要なファクターと考え

られます。 

http://net.keizaikai.co.jp/archives/15115 

129 空手練習 蹴りの応用【回し蹴り】のコツと上達法 

 http://karate-navi.seesaa.net/article/438085501.html 

130 倒れた相手を踏みつけることも蹴りの一種に入る。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B9%B4%E3%82%8A%E6%8A%80 

131 この体重が乗ることこそが  

立ち技格闘技、最強のけりと言われる  

ムエタイの蹴りの秘訣といっていいでしょう。  

https://ameblo.jp/upperrice/entry-11296203403.html 

132 空手の蹴りの種類はどのくらい？フルコンタクトの場合を紹介 

http://trendnews2013.com/archives/5545.html 

133 サッカーでの蹴りのバイオメカニクス：レビュー。 

https://hpcr.jp/pubmed/detailResult/20509089?queryJa=undefined&cip=f4lgZeufldjiy%2F8QnBj03w%3D%3D&fromApp=fals

e 

134 蹴りの基本稽古について 

http://www.zendokai.jp/technical-column/kick-of-basic-exercise/ 

135 蹴りの種類と強さの相関 

http://road-to-

raoh.com/%E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%A8%E5%BC%B7%E3%81%95%E3%81%AE%E7%9B%B8%E9%96%A2/ 

136 相手に蹴り出す際、蹴り足と同じ側の腕を素早く振り下げることで、蹴りのスピードと威力を増すことがで

きます。 

http://www.homemate.co.jp/useful/karate/index02.shtml 

137 ムエタイの蹴りと空手の蹴りの違い 

http://www.digioto.net/boxing/archives/000804.html 

138 松山ケンイチの瓢箪さばきや蹴りのシーンが素早くかっこよかった。 

https://twitter.com/hashtag/%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%81%E3%81%AE%E7%93%A2%E7%AE%AA%

E3%81%95%E3%81%B0%E3%81%8D%E3%82%84%E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%81%8C%E7%B4%A0%E6

%97%A9%E3%81%8F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%93%E3%82%88%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F?src=hash 

139 平泳ぎの蹴り足は、「引き付け」と「蹴り」の２つに分かれます。 

https://www.konami.com/sportsclub/method/taiiku/hiraoyogi.html 

140 1位 足（49％）  

全体の半分を占めます。特に蹴りの練習時の足の指の負傷が目立ちます。 

http://www.kyokushin-mm.jp/10injury 

141 蹴りの稽古を多くこなしているのに、なかなか蹴れるようにならない。こんな人は意外と多いのではないかと思います。 

おそらく、基本の稽古で蹴りばかりやっていても、この先蹴れるようにはならないと思います。やはり、蹴りを組手で使う

には、それなりの稽古方法があり、それを考慮せずに行っても実際に使うことはできないはずです。 

http://kyoginotatsujin.blog.fc2.com/blog-entry-95.html 

142 「Krush.83」12.9（土）後楽園 -67kg 王者・塚越仁志への挑戦権をかけて蹴りの牧平圭太とパンチの平山迅が危険な初対

戦！  

https://www.k-1.co.jp/news/26690/ 

143 パンチと蹴りのスピードを上げる 3つの方法  

https://okfight.com/?p=179 

144 蹴りのスピードアップ 基本稽古・蹴りの高回数練習 

http://karateman.net/jisyu28-1.html 

145 

 

イラスト素材: 空手の突きと蹴りのシルエット(カラーセロハン) 

https://pixta.jp/illustration/25677430 

146 あるいは、ぽんと相手の懐に飛び込んで、蹴りの間合いでなくしてしまうという方法もある。この場合は受ける必要はない。 

http://www.nom.ne.jp/genkuken/jissentekiuke.htm 

147 延髄斬り、ドロップキック、ジャンピングニー。プロレスにおける蹴りの種類を画像で勉強。 

https://middle-edge.jp/articles/I0000340 

148 蹴りの名称 

 http://www.geocities.jp/naniwataekwondo/basic.html 
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149 ちなみに最も自然に威力を出せる蹴りの一つに「前蹴り」があります。歩く様のまま誰もが、蹴る行為を示す時、その蹴りに

なると言われています。 

http://budokarate.exblog.jp/6719605/ 

150 全てにおいて共通する蹴りのポイント 

https://spaia.jp/column/taekwondo/2052#1 

151 スタイルによって大きく異なるとは思いますが、例えばフルコンタクト空手で、仮に試合中に使用する突きと蹴りの割合

が 4：6 ぐらいだとします。 

http://taekwondo-ehime.com/taekwondotoha.html 

152 【6.25ビッグパレットふくしま前売券好評発売中です！】蹴りの新コンビネーションは「USK」！中嶋選手極真空手特訓の模

様 

http://www.noah.co.jp/news_detail.php?news_id=10050 

153 蹴りの仕方のやり方がわかりません、教えて下さい。こんな質問して申し訳ありません。おねがいします。 

https://jp.wazap.com/question/%E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%82%84%E3%82%8A%E6%96%B9/349347/ 

154 意図的に蹴りを入れたかどうかに対する疑惑を深めただけでなく、故意か否かはともかく例の蹴りのせいで病院送りにさせ

たことは間違いない桐蔭の中川君への心配や謝罪が一切なく、自己保身一辺倒だったことでこいつらの立場が完全に悪党に

なった。 

https://future-free.com/sports/man/6282/ 

155 人間は重力に逆らい二本の脚で立ち上がって生きている以上、下半身の筋力は誰にとっても必要です。極真空手をやってい

る人にとっては、突き・蹴りのパワーを生み出すためにも、相手の下段回し蹴りに耐えるためにも下半身強化は必須と言え

るでしょう。 

https://allabout.co.jp/gm/gc/445974/ 

156 最近、練習生のＫ君には、蹴りを稽古しろと教えている。 

と言っても、蹴りの使い方と練習方法を教えて「一人で稽古するときにやっておけ」という程度にだが。 

http://doyotaichi.seesaa.net/article/368282476.html 

157 【迷いはない】オードリー・若林さんの蹴りのキレ、見てると無性に元気が出る８枚  

http://corobuzz.com/archives/74364 

158 相手の蹴りに対して、蹴りでの返し 

相手の中段廻し蹴りをステップでかわしてからの、下段・上段廻し蹴りのコンビネーションです。 

http://fudokai.or.jp/skill/entry/89.php 

159 跳躍の勢いが蹴りに加算されるため、技の威力としては格段に強い。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B7%B3%E3%81%B3%E8%B9%B4%E3%82%8A 

160 戸田恵梨香、父仕込みの蹴りに快感「『なんて気持ちいいんだ！』って思いました（笑）」―映画『無限の住人』ロングインタ

ビュー 

http://top.tsite.jp/news/cinema/i/35206148/photo/92544/?sc_int=tcore_news_photo 

161 新しいジムで蹴りに磨きをかける武尊 

https://www.tokyo-

sports.co.jp/prores/mens_prores/646691/attachment/%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%B8%E3%83%A0%E3%81%A7%E8%B9

%B4%E3%82%8A%E3%81%AB%E7%A3%A8%E3%81%8D%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%91%E3%82%8B%E6%AD%A6%E5%B0%8A/ 

162 【OFC09】サーデュラエフがディアスの蹴りに苦しむも最後は一本勝ち 

http://mmaplanet.jp/5170 

163 だからわたしも勇気を 出して，どうしても我慢できないときははっきり「やめて！」と言葉で伝え，強すぎるパ ンチや蹴り

には防御の練習に集中するよう努力していました。 

http://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/page000287.pdf 

164 プーマジャパン 素足のような感覚、蹴りに安定感  

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO05250400V20C16A7TI1000/ 

165 引きつけた膝を開放するタイミングも重要で、タイミングが合わないと威力の無い蹴りになります。 

突きと一緒で軽いんです。 

だから幾ら蹴っても相手には効かない蹴りになってしまいます。 

http://leonarbee.naturum.ne.jp/e2838029.html 

166 体を蹴り足に合わせて一気に倒すことで、わずかながら動きが読まれにくくなります。こうした蹴りに習熟することで、「ス

パーで上段蹴りの出せる」人になることが可能になります。 

http://blog.livedoor.jp/cue2015-momoiro/archives/1064309390.html 

167 特に上段への蹴りはアゴを捉えるとＫＯを生んだりしますが、それは筋収縮の早さによって出される速い蹴りによって可能

となります 

http://housukai.web.fc2.com/method/freefight/lowkick.html 

168 強い蹴りに対応したラバーソールを採用 

スリクソンゴルフシューズ「GGS-1036」を新発売 

http://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2007/2007_s72.html 

169 「すべり動作」が働くと衝突時の衝撃力は小さくなり、相手に伝わりにくい。 

したがって、「裸」の相手には中促で inpact しても有効な蹴りには繋がらないのである。 

http://shushin-kaikan.com/kagaku/kagaku004/ 

170 確実に攻撃を回避し、同時に反撃します。使用する突きや蹴りには多くの種類があります。 

http://hokudaishorinji.web.fc2.com/sinkan/shorinji.html 
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171 「パンチにも蹴りにも自信があります」と蹴りでの KOにも自信をのぞかせた。 

https://k-1xkrush.com/sp/news/index.html?nid=3352 

172 相手の蹴りに合わせて半歩右横（気持斜め前）に移動し、蹴り足が左脇腹に当たった瞬間に抱え込み、

軸足を払うことで制圧します。  

http://www.nisshokeibi.co.jp/defense/goshinjyutsu04.html 

173 その本格的な蹴りに M 心がうずいた！？ 

https://news.nifty.com/article/entame/showbizd/12104-85641/ 

174 回し蹴りの意味がないのは、 

回転が少ないからです。 

蹴りに遠心力をエンチャント(付加)させる 

という着目点は実に良かった。 

ならば、もっと回転すればいいんです。 

http://kimoyan0116.com/?p=1004 

175 

 

中嶋 伝統的な五本蹴りということで蹴りに対しても貪欲というか、もともとは相手を倒すっていうところから空手は生まれ

ていて、僕もそれをベースにしているので改めて今日、一から学べたっていうのはタイトルマッチを控えている今の僕にと

って本当に大きなことでした。 

http://www.noah.co.jp/news_detail.php?news_id=10050 

176 蹴りやパンチの威力を上げたい！そんな時に必要なトレーニング法(蹴り編) 

http://takutuusin.com/category2/entry24.html 

177 空手の蹴りや突きを狙ったところに当てる練習方法 

http://www.budosuki.com/category54/entry290.html 

178 どうやら最近は「胎動」と言うよりも「強烈な蹴りやパンチ」と言った方がいいようなおなかの中の動きを感じます。 

http://community.wakodo.co.jp/community/blog/premama_diary/2010/07/post_928.psp.html 

179 キリンの蹴りや首の打撃はやばい。 

http://animalkun.org/archives/175 

180 カリファは格闘戦に長けており、蹴りや指銃でナミを圧倒しました。 

最初の方はカリファにボコられたり、アワアワの力で動きを封じられました。 

https://matome.naver.jp/odai/2150245745929330101/2150246745034550903 

181 右足の蹴りや踏み込みのポイント！方向と体重配分 

http://www.t-golf.net/content/?p=4487 

182 演舞の内容は決められることもありますが、基本的には自由度！もちろん、基本的な蹴りや動作ができての物ですので、修

練は必要です。 

http://senbukan.com/taekwondo.html 

183 実践講座 90分/受講者ビデオ撮影 

まず蹴りやパンチが上手く出来ない選手は理論が判っていない、上手く出来ているイメージが良くない事があげられます。 

http://kickbox.jp/%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E

3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88/ 

184 蹴りやヘッドロックそして、のど輪！アドレナリン全開サッカー・ラフプレーまとめ【 2015 年版】 

http://spo-lover.com/?p=10972 

185 世界最高品質の TWINS キックミットです。パンチや蹴りなどのインパクトは抜群で、蹴りやパンチの重いプロ選手にも好ま

れます。 

http://kakaku.com/sports/ss_0009_0029/0014/%83L%83b%83N%83~%83b%83g-%8B%F3%8E%E8/search_itemlist.aspx?ssi_tag1

=200003545&ssi_kw=%8B%F3%8E%E8 

186 システマ・スロバキアのセミナーより蹴りやグラウンド 

http://d.hatena.ne.jp/machida77/20160410/p1 

187 中国武術はカンフー映画でイメージが固定されて、高い蹴りや跳躍が多いように思われているが、今も映像が残っていて確

認できる 1990年以前の中国本土の武術の映像を観るとそういうものは圧倒的に少ないということがわかる。 

http://ncode.syosetu.com/n7690p/18/ 

188 浅田真央がアクション女優に？華麗な蹴りやワイヤアクションに驚嘆 

http://www.iza.ne.jp/kiji/entertainments/news/160111/ent16011116100006-n1.html 

189 金曜日の練習場にはサンドバックがあるので、蹴りやパンチの強化トレーニングができます。 

http://shinshojuku.com/class/ 

190 今回は、渡辺夏史くんの蹴りやラフプレーがわざと？ 

http://newsseijinn.com/watabenatu/ 

191 もちろん、こう言った技は体が硬い人には向いていないので無理にやらせる事はしません。 

その分、蹴りやジャンプ技など自分の得意分野を別に見つけて、伸ばしてもらいます。  

http://capoeira.or.jp/stretch_m.php 

192 円運動から繰り出される蹴りや他の立ち技格闘技の基本の蹴り（回し蹴り等）、足払い、頭突き等が主ですが、様々なバリエ

ーションの手を使った攻撃も存在します。 

http://capj-kochi.com/capoeira.html 

193 ポイントは技の難易度に応じて規定されており、上段への蹴りや跳んでからの蹴りや突きのように難易度の高い技ほど高い

ポイント(最高 3ポイント)が与えられます。 

http://www.itf-japan.info/item.html 
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194 3色クイズの問題「通常のボクシングと異なり、蹴りやひじ打ちなども有効な格闘技を何ボクシングという？」の答え、問題

文、選択肢などの詳細ページです。 

http://quiz-wiz.com/database/detail/quiz4/48825/ 

195 呼吸法を取り入れつつ、空手の型を見本に、蹴りや突き等の動きを用いたストレッチを行います。椅子に座 りながらもでき

るので、体力に自信のない方もお気軽 にご参加いただけます。  

http://www.taito-shakyo.com/wpadmin/wp-content/uploads/2017/09/73f1969ceb8dca52abb24b2238b6e16c.pdf 

196 常に、金的を狙うということが要求されているので、子供たちは容赦なく指導者の金的を狙って蹴りや突きを出す。見事に

命中したら、指導者は良く出来たとほめる。 

http://www.hino-budo.com/oranda.html 

197 種目の特色/魅力 

蹴りや突きなどの打撃技を特徴とする武道です。空手を通じて強いココロとカラダをはぐくみたいお子さまが多く参加され

ています。 

http://kids.tipness.co.jp/shop/SHP042/program/K9140 

198 『銀魂』神楽の兄・神威のフィギュアはダイナミックな蹴りや不敵な笑みを忠実に再現 

http://dengekionline.com/elem/000/001/183/1183939/ 

199 力んで技を出しているのは、その技が完全には身についてない証拠です。 

力まず、意識上は力を抜いて繰り出した蹴りや突きは、受ける方にとっては、力感あふれた蹴りや突きなのです。 

http://www.nom.ne.jp/genkuken/kinwaza.htm 

200  蹴りや突き出しの稽古を繰り返し行う 

http://www.aichi-sports.jp/old_blog/blog/suki07.html 

201 今回は、渡辺夏史選手が日本文理戦と大阪桐蔭の試合で蹴りやキックをしていた疑惑の真相や、最低と批判され、炎上した

ことについて調査しました。 

http://locan-gsmt01.com/archives/10391 

202 格闘技の中には蹴りや肘・頭突き・関節技などが許されているものもありますが、ボクシングは左右の拳だけで闘い、また攻

撃できる範囲も上半身のみと非常に限られています。 

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/taikaijyunbi/taikai/syumoku/games-olympics/boxing/index.html 

203 鳥取県米子市出身の武尊は同門かつ鳥取時代の後輩でもある晃貴（こうき）と 2 分 1R のエキシビションマッチで激突。2 分

間と短い時間ながら、お互い強烈な蹴りやパンチを交換していく。 

https://www.k-1.co.jp/news/26611/ 

204 

 

だから、昇段試験において最も要求されるものは、蹴りや型のレベルではなく、蹴りや型の理解と普段からの努力なのです。

昇段の段階において、蹴りや型が完璧でなくてもよいのです。 

http://www.j-taekwondo.com/news2/wlnews.cgi?id=news&no=75 

205 教師に蹴りなど暴行した博多高校の生徒のその後が悲惨すぎる… ネット民怖すぎだろ 

 http://jin115.com/archives/52194435.html 

206 駅で子供に蹴りなど暴行を加える母親の動画が話題に 

https://twinavi.jp/topics/tidbits/539fb669-9e48-4c21-9349-4af85546ec81 

207 こ の 88 巻 ま で に 、 蘭 ち ゃ ん が 突 き ・ 蹴 り な ど 空 手 の 技 を 披 露 し た 回 数 は 「 35 回 」 で し た (威 嚇

な ど で の 寸 止 め ／ 気 合 を 入 れ て 構 え た が 技 を 出 さ な か っ た な ど を 含 む )。  

http://news.nicovideo.jp/watch/nw2151740 

208 カポエイラには蹴りなどの格闘要素が取り入れられているが、 

技にはたくさんの種類がありその数は無限と言っても過言ではありません。  

http://kapoeira02.seesaa.net/article/102098969.html 

209 最近、流行の女性キックボクササイズコースです。キックボクシング特有の運動、パンチ、蹴りなどを打つことによって、脂

肪燃焼し足回りや腰周りなどを締め、くびれボディを掴んでいただけます!!  

http://shinshojuku.com/class/ 

210 辺野古抗議で蹴りなど…2人逮捕 

https://www.pointtown.com/ptu/poitto/topic/5971414/view.do 

211 空手着に身を包んだ山下は、まずは菊野の掛け声で突き、蹴りなどの基本練習を反復。そのあとは菊野の構えるミットにミ

ット蹴りをおこなう。 

http://www.tokyojyoshipro.net/archives/4924.html 

212 蹴りなどは 無意識的にうまく使える人が居ますが、 

原理を知っていればより強く蹴れます。 

http://allmmalla.com/maekeri/ 

213 勝敗がついて、すでに動かなくなった相手キャラクターに蹴りなどの攻撃を加えること。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BB%E0%C2%CE%BD%B3%A4%EA 

214 植草が出場する「組手」は、突きや蹴りなどの技を繰り出し、その難易度によって得点が与えられる。 

https://matome.naver.jp/odai/2144356528595540401/2144382617957480403 

215 そうなると高い蹴りなど練習しなくていい理屈になるのだが、最初からそれでは、体も動きも固いままになってしま

いかねない。 

http://doyotaichi.seesaa.net/article/368282476.html 

216 A3:少林寺拳法の技は大きく二種類に分けられます。それぞれ「剛法」と「柔法」と呼ばれ、「剛法」は突き、蹴りなどの打

撃系の攻撃に対する技、「柔法」は、腕、袖、襟などをつかんでくるのに対する抜技、逆技、投技です。 

https://tkdsrj.jimdo.com/%E6%96%B0%E6%AD%93%E6%83%85%E5%A0%B1/q-a/ 
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217 空手 格闘技 ミット TWINS(1 個) キックミット Lサイズ 格闘技用品世界最高品質の TWINSキックミットです。パンチや蹴

りなどのインパクトは抜群で、蹴りやパンチの重いプロ選手にも好まれます 

http://kakaku.com/sports/ss_0009_0029/0014/%83L%83b%83N%83~%83b%83g-%8B%F3%8E%E8/search_itemlist.aspx?ssi_tag1

=200003545&ssi_kw=%8B%F3%8E%E8 

218 「そういう意味では、とっさに使って身を守るという意味では、やはり蹴りなどの足技よりも、手技のほうがより『安全・安

価・有利』な蓋然性が高い」 

http://shohei19890308.tumblr.com/post/95629913593/%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%AB%E6%B4%BE%E6%89%8B%E3%81

%AA%E5%9B%9E%E3%81%97%E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%A8%E3%81%8B%E3%82%88%E3%82%8A%E3%81%AF%E3%81%84%E3%82%8F%E3%82%8

6%E3%82%8B%E3%83%A4%E3%82%AF%E3%82%B6%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E7%9A%84%E3%81%AA%E4%BD%8E%E3%81%84%E5%89%8D%

E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%81%BB%E3%81%86%E3%81%8C%E5%AE%9F%E3%81%AF%E5%96%A7%E5%98%A9%E3%81%AA%E3%82%8C%E3

%81%97%E3%81%A6 

219 反則箇所を除く部分への突き、蹴りなどで瞬間的に決め、そのダメージにより相手を倒した場合は全て一本勝ちとします。 

http://www.karate-school.net/newpage18.html 

220 過激な表現で話題を呼んでいる同作で役所は、橋本からスタンガンや蹴りなどを受けるシーンを体当たりで演技。壮絶な撮

影時を「いい思い出です」と満足げに振り返った。  

https://www.oricon.co.jp/news/2039165/full/ 

221 

 

バレーボールでは、基本はサーブを相手側コートへ打つと、サーブを受けるレシーブ、アタックと呼ばれる強打で相手コー

トへ叩きつけるためのトス、そしてアタックの３種類の繋ぎ方があり、いずれも手を使うことが最も思い通り行きやすく効

率的ですが、ルール改正により、蹴りなど足や頭、全身どこを使っても今は OKになっています。 

http://life-goes-on.click/?p=988 

222 前足の蹴りからワンツーに派生させる場合は、 

主に下記のように、前蹴りが終わった段階で、相手と間合いが比較的近い場合が多いです。 

http://keriwaza.blog.fc2.com/blog-entry-57.html 

223 対角コンビネーション・蹴りからパンチへ【テクニック】 

http://allmmalla.com/taikakuconbination/ 

224 宮元は立ち上がって再開後、得意の回転系の蹴りから、パンチのラッシュで勝負を賭けると、小笠原の顔面をヒットし見せ

場を作る。 

http://www.knockout.co.jp/result/knock-out-vol-0/ 

225 【フォーオナー】蹴りからのガー不強は入らないこともあるよ 

http://honorgeek.site/2017/09/19/post-7493/ 

226 全ては蹴りから始まる  

蹴り技アクロバットクラス！！   

http://www.tsubasa-kichi.net/class_in/extreme.html 

227 助走無しでロン宙（側転バク宙）します。明確なトリッキン技に分類されるかは微妙ですが体操では走り込んでのロンダー

トが多いのに対しトリッキンは蹴りからのつなぎなどあまり走らないで技を連続させることが多いと思います。 

https://wazaren.jimdo.com/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E6%8A%80-xma%E6%8A%80/ 

228 両手は、帯の横を軽く持つ。 

その状態から、大きな運動 energy を必要とする蹴りから training を開始する。 

http://shushin-kaikan.com/kagaku/kagaku005/ 

229 ３の蹴りから２の動作（図は省略）をしてから４の構えに戻る。 

http://www.ichiyukai.com/lesson/lesson-c.html 

230 

 

ミルコクロコップの蹴りから考察する、ハッスルの危険性 

http://sp.plus-blog.sportsnavi.com/tored/article/28 

231 その後も急速な蹴りからの沈黙。 

何を考えているのかさっぱり分かりません。 

http://heaaart.com/post/140873 

232 蹴りから肘へと前に出たサゲッターオに対し、哲也の左肘が先にサゲッターオを捕え流血。哲也は更にサゲッターオをロー

プに追い詰めパンチの連打。 

http://jpm-c.com/resalut14.html 

233 パンチから蹴りまで 

http://www.sportsoasis.co.jp/sh51/blog/c13/n18672.html 

234 相手の前蹴りをまともに受けるのではなく、切り替えの流しで確実に受ける。また切り替えの動作から蹴りまでは流れるよ

うに行う。 

http://www.karatedo.co.jp/seiji-nishimura/step/kic13.html 

235 ウンタウンの浜田雅功（５４）が１７日放送のフジテレビ系「ダウンタウンなう」で、ビンタや蹴りまで繰り出していた自ら

の子育てを明かした。 

https://article.auone.jp/detail/1/5/9/17_9_r_20171117_1510925502232550?ref=top 

236 見事に相手の胸に蹴りがめりこんでいきます。 

ジャンプ力とスピードのある人なら空中で第三の蹴りまで出せます。 

http://www.nom.ne.jp/genkuken/kinwaza.htm 

237 静止画ではわかりませんが、横に回りこむ、パンチから蹴りまでコンビネーションをつなげる、等、素晴らしい動きが見られ

ました。 

http://www.kyokushin-josai.com/jiyugaoka/page_event/photo_shinsa_20080920.htm 
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238 た だ し 入 力 自 体 は 上 記 「 」 で 括 っ た 4 回 分 と な っ て お り 、 例 え ば 、 2 回 目 の 「 右 足 2 連 蹴 り 」

の 最 初 の 1 蹴 り で 入 力 を 止 め て も 、 も う 1 蹴 り ま で セ ッ ト で 出 る 。  

http://wikiwiki.jp/cosmicbreak2/?%A5%B8%A1%BC%A5%AF%A5%F3%A5%ED%A5%F3 

239 攻撃動作中に Kボタンを押すことで 3発目の蹴りに派生し、 ＋Kボタンを押した場合は 3発目に下段蹴りへと派生する。 EX

版はさらに 4 発目の蹴りまで派生し、硬直が少ない。下段蹴りヒット時は受け身不能のダウンを奪える。

https://wiki.famitsu.com/ultrasf4/%E3%81%84%E3%81%B6%E3%81%8D 

240 4 日放送エピソード 01 の冒頭では、生まれてすぐ捨てられた生い立ちの振り返りから、アジアの国での特殊工作員としアク

ションシーンへ。綾瀬はカポエイラっぽい蹴りまで交えた動きの大きなアクションを披露、無双状態で中国マフィアをボコ

ボコにする。 

https://thepage.jp/detail/20171005-00000006-wordleaf 

241 相手を浮かせた後、蹴りを見舞う。 

最初の攻撃がヒットしないと蹴りまで出ない。Cなら安定して最後までヒット。 

http://chaos.versus.jp/?%A5%AD%A5%E3%A5%E9%2F%A5%F4%A5%EA%A5%C8%A5%E9 

242 その後、数見師範が実際に黒帯の相手に対して 4パターンの下段廻し蹴りを実演。 

軽い感じから、かなり速く強い蹴りまで実演しています。 

http://karateman.net/2012-5-9.html 

243 相手をロックできなくても、地面をロックして蹴りまで発展できる。 

https://game8.jp/smbr_3ds_wii/44013 

244 そしてこれが、本物の蹴りだ 

https://bokete.jp/boke/31620759 

245 それはテコンドーのルールでは、攻撃はみな腰から上の蹴りだとパターンを把握しているので、カウンター、合わせ技を合

わせやすくなります。 

http://karate-saikyo.com/archives/165 

246 いやぁ、いい蹴りだ。  

しっかり軸足が体を支えているし、蹴る足も鞭のようにしなってミットに入ってくる。そして蹴り足側の手もしっかりと伸

びていてパワーが伝わってきたな。 

http://blog.goo.ne.jp/yuuwakudst/e/c3d0f379d32a002316c60a5ed52459b3 

247 クレセントローカス流用でジャンプ攻撃の蹴りだな http://gameblg.xyz/soa/2017/09/post-6965 

248 マルティナのメインは蹴りだというイメージがムービーで刷り込まれている 

http://dqxiki.xyz/2017/06/30/post-2942/ 

249 オバマ大統領がドアを蹴り開けてる映像が凄いと海外で話題に！ 

海外「なんて素晴らしい蹴りだ（笑）」 

http://blog.livedoor.jp/zzcj/archives/51839182.html 

250 あまり弱い蹴りだと『これだと遠くに飛ばないよ』とアクションの方に言われたりもしました。 

https://hustlepress.co.jp/tsunematsu_20170903_interview/ 

251 彼女の最初の代表作『鈴木先生』（テレビ東京）から知っている人にとっては、着々とキャリアを積んでいる実力派という認

識で、「さすがいい蹴りだ！ 」と思っているファンは多いはず。 

http://realsound.jp/movie/2016/05/post-1684.html 

252 「ただの蹴りだぜ」と余裕を見せるオロチ、瓜江と不知の 2人がかりでも歯が立ちません。 

https://tokyoghoul-no-sekai.com/re-netabare-6/ 

253 蹴りか・・・・・・ 

 しかし・・・スローな蹴りだ 

http://jojomeigen.net/dio1.html 

254 今度は蹴りだ。3&4ではプロフェッサー・杉田ならではの面白い表現（？）が飛び出した。 

http://www.genseiryu.jp/media/magazine/karatedo2008_11/index.html 

255 蹴りはパンチの 3倍の威力があるとは本当ですか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11114738581 

256 高校生男子の蹴りはヤバイ 

https://lineblog.me/seto_yuki/archives/475179.html 

257 今回は、ヒクイドリの蹴りは凄まじい威力を持っているということについてご紹介します。 

https://ikimonono.com/2017/09/13/post-28/ 

258 空手？キックボクシング？？ 蹴りは何が違うの？ 

http://www.karatekagolf.com/entry/2016/03/03/001648 

259 テコンドー 

朝鮮半島で古くから行われている武術を総合して 1955年に大韓民国で生まれた格闘技。蹴(け)りを中心にした連続技が特徴

で，防具をつけて行い，蹴りは腰から上，パンチはボディーのみで，背中への攻撃は禁止されている。 

https://kotobank.jp/word/%E3%83%86%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BC-167513 

260 空手の蹴りがハンマーだとしたら、ムエタイの蹴りは鞭のようなものでしょうか。 

http://kamekichi.mobi/2017/02/26/keriwaza/ 

261 第十一幕「荒ぶる巫女の蹴りは強烈でした」 

https://kakuyomu.jp/works/1177354054882696762/episodes/1177354054882699701 

262 上段への蹴りは得点が高いがアクションが大振りになるぶん隙（すき）が生まれ、カウンターを狙われる

可能性も増す。  
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http://www.asahi.com/and_M/articles/SDI2017051254591.html 

263 この部位での蹴りは、ローキックや中段廻し蹴りがありますが、 

硬い骨をフルスイングするので、バットの芯でぶん殴ったような衝撃を与えられます。 

http://keriwaza.blog.fc2.com/blog-entry-107.html 

264 突きは足と腰 肩のバネを使うじゃないですか 

じゃあ蹴りは 

どんな事に注意したら威力のある蹴りが放てるかなって思いまして  

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=6066&id=50050028  

265 ハヤシ（右）の指導でＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩの蹴りは威力を増した 

https://www.tokyo-

sports.co.jp/prores/mens_prores/708135/attachment/%E3%83%8F%E3%83%A4%E3%82%B7%EF%BC%88%E5%8F%B3%EF%BC%89%E3%81

%AE%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%A7%EF%BD%99%EF%BD%8F%EF%BD%93%EF%BD%88%EF%BD%89%E2%80%95%EF%BD%88%EF%BD%81%EF%BD%9

3%EF%BD%88%EF%BD%89%E3%81%AE/ 

266 テコンドーの蹴りは威力がないのか？ 

https://www.taekwondo-fan.com/kick-power/ 

267 

 

ミェンミェンの蹴りはどう使うの？ 

https://pokemongo-mtm.net/post-2272/ 

268 膝の向きが横向き、つまり１塁側（左投手の場合）を向いたままでは強い蹴りはできません。 

http://strikeout11.seesaa.net/article/300254275.html 

269 蹴りはパンチの約２倍のリーチを持ち、約３倍の威力を持っているといわれています。なので一発で勝負の行方が動く可能

性を秘めた攻撃でもあります。 

http://smilekick.co.jp/middle-kick/ 

270 

 

長州力 武田梨奈のキックに「キレてない！ でも蹴りはキレていた」 

https://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170330/TokyoSports_669188.html 

 

271 

【フォーオナー】蹴りはディフレクトからの派生ならいい。アサシンクラスだし。 

http://honorki.xyz/2017/05/24/post-5443/ 

272 仙台育英のキャッチャー渡部夏史の蹴りはわざと？動画で検証してみた！ 

http://wonderful46.com/sendaiikuei-5603.html 

273 橋本真也の蹴りは他の格闘技では通用しない! 

http://blog.livedoor.jp/wrestletjk/archives/44790938.html 

274 蹴る時に腰が残って上体が前傾すると、蹴りは伸びません。支持足で上体を支え、蹴り始めは素早く腰を前方に移動させま

す。 

http://karatedoisshinkai.com/wp-content/uploads/2016/03/9ca7129fe27bb125f3df9e51b291d660.pdf 

275 「飲み屋のカウンターで、隣の席に座っている相手からまれたら蹴りは使えないでしょう。 

http://shohei19890308.tumblr.com/post/95629913593/%E3%81%9F%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%AB%E6%B4%BE%E6%89%8B%E3%81

%AA%E5%9B%9E%E3%81%97%E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%A8%E3%81%8B%E3%82%88%E3%82%8A%E3%81%AF%E3%81%84%E3%82%8F%E3%82%8

6%E3%82%8B%E3%83%A4%E3%82%AF%E3%82%B6%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E7%9A%84%E3%81%AA%E4%BD%8E%E3%81%84%E5%89%8D%

E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%81%BB%E3%81%86%E3%81%8C%E5%AE%9F%E3%81%AF%E5%96%A7%E5%98%A9%E3%81%AA%E3%82%8C%E3

%81%97%E3%81%A6 

276 11.11 S-cup HIDEKI「鈴木選手のパンチ、蹴りは平均的なもので何も怖い攻撃がない」 

https://shootboxing.org/news/12146 

277 ただ、あの蹴りは本物でしょう。って思いますね。 

http://www.igf.jp/2017/0531/32500/ 

278 仙台育英渡部 ファーストへの蹴りは、これから就職にも生活にも影響が出るような汚い行動をしたな。 

宮城の恥さらし、仙台育英の恥さらし。 

http://asap-matome.com/sendai-keru/ 

279 基本の蹴りこそ毎日欠かさず!! 

http://cdotokyo.com/blog/pomba/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%81%AE%E8%B9%B4%E3%82%8A%E3%81%93%E3%81%9D%E6%AF%8E%E6%97%

A5%E6%AC%A0%E3%81%8B%E3%81%95%E3%81%9A/ 

280 一方で「ムエタイの蹴りこそ最高峰」は、フィクションやメディアで囁かれます。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1188745556 

281 や は り 今 後 も 加 速 す る で あ ろ う "ハ イ テ ン ポ の 攻 防 "、 "イ ン フ ァ イ ト お よ び フ ィ ジ カ ル 偏 重 "

の 時 代 に お い て 、 従 来 式 の 蹴 り こ そ 大 き な ク セ が あ り 、 む し ろ 上 級 に 位 置 す る 蹴 り の よ う に

も 感 じ る か ら で す 。  

http://seesaawiki.jp/k1kick/d/%BD%B3%A4%EA%C2%AD%B4%B0%C1%B4%BC%E7%C6%B3%A4%CE%A5%DF%A5%EB%A5%B3%BC%B0%A5%AD%A

5%C3%A5%AF%A4%AB%A4%E9%B9%CD%A4%A8%A4%EB 

282 キックボクシングの花形は「蹴り」です。 相手をダウンさせるハイキックから、動きをけん制するローキックまで、蹴りこ

そがキックボクシングの試合の流れを決定しているのです。 

https://spaia.jp/column/boxing/4714 

283 こちらこそそう言って頂けて嬉しいです初期の雰囲気最高に可愛かったですよね…蹴りこそカネトーだなと…！一番はヒナ

ミちゃんと 3人で話してる所の蹴りが好きです w訓練の背中に乗るのは不意打ちでびっくりしましたが心の中で拝みました 

https://twitter.com/5m_tkg/status/902897982407827457 

284 しかし、私はこの蹴りこそが、ティーパックマンが新たな引き出しを開き、その真価を明らかにした瞬間であると読んでい
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ます。 

http://gorosuke.blue/2017/08/28/post-678/ 

285 あなたの蹴りこそ・・・神業でした・・ 

http://saikado.web.fc2.com/ikuma_saki_geki/mutu02.html 

286 挨拶代わりの奇襲の蹴りこそ防がれたが、巫女内さんはいつも通りのナックルパートと上下に打ち分けるキックを用いて〈八

倵衆〉に挑みかかる。 

https://kakuyomu.jp/works/1177354054880204391/episodes/1177354054883052129 

287 蹴美とは、華麗で美しく、かつ威力のある蹴りのことです。 

JTAテコンドーが追求し続ける蹴りこそが蹴美です。 

そして JTAはテコンドー界最強の蹴美を極めようとする団体です。 

http://jtasasebo.web.fc2.com/jtataekwondo.html 

288 プロレスのリングにおいても蹴りこそがアイデンティティー。 

蹴れない自分を受け入れることは、心折れそうな決意であったことでしょう。  

http://blog.livedoor.jp/ryosijj/archives/52120827.html 

289 それともあれか、もしや蹴りこそがエスパー流の対話なのか。 

ならばよし。そういうことなら私もそれに習ってあげるとしよう。 

http://neetsha.jp/inside/comic.php?id=10169&story=19 

290 それから約 2カ月の今回の試合では、蹴りこそ少なかったものの、自慢の剛腕で天田を寄せ付けなかった。 

http://www.boutreview.com/report/k1/01/0130/5.html 

291 二戦目は帯広のホープ神代選手に僅差の判定負けでしたが、蹴りこそもらっていたものの、パンチは結構

外していたように思います。  

http://www.daidojuku-dooh.com/2014/11/ 

292 

 

「テコンドーの蹴りこそ、最強の蹴りだ！」 

http://www.geocities.jp/hajon_in/kourousya.html 

293 そしてこの蹴りこそが、虚無を突破しうる演劇の底力ではないか……と予感した。 

https://synodos.jp/society/10764 

294 上段の蹴りこそもらいませんでしたが、中段蹴りをもらい結局４－０。 

http://chiku-kazugai.la.coocan.jp/page022.html 

295 「初心を忘れたら又いつでも来な。無手による拳や蹴りこそが格闘家の真の武器ってことを思い出させてやるぜ」 

https://www55.atwiki.jp/cvssyourimessage/pages/585.html 

296 逆に良かった点は彼の蹴りだ。空手仕込みの蹴りこそが、この試合で一番機能していた武器だろう。 

http://kakuchu.blogspot.jp/2013/11/ufc167part1-gspvs.html 

297 小林も蹴りこそまだ使いきれていませんが 

 グラウンドで相手の体力を削り取る、地味ながら力強い物を見せてくれました。 

http://wrestlingheart.com/jp/highspots/wrestler/tiger1-4.html 

298 （あまり見かけない…て、私が知らないだけかもしれないが） 

リーチという面では誰よりもハンデを負っている才賀選手にとって、実はこの前足の蹴りこそが生命線なのかもしれません

ね。 

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/dmasa/article/80 

299 シャープな蹴りこそ無いが、まさにＵＷＦスタイルに溶け込んでいたのだ。  

http://fightingprowrestling.seesaa.net/article/181002909.html 

300 弓兵が懐に入られた剣士や槍使いに勝てないのと同様に。  

その拳、蹴りこそがライダーの武器。  

唯一にして無双の名刀なのだ。  

http://nd.sakura.ne.jp/~style/storyhtml/pierrot-v3/01.html 

301 ＜体重移動は軸ブレの原因、インパクト付近の蹴りこそパワーの源です＞  

重心の移動はスイング軸がぶれる危険があります。  

http://1mingolf.pfga.co.jp/2017/08/19/%E3%80%90%EF%BD%90%EF%BD%86%EF%BD%87%EF%BD%81%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8B

%E3%82%A2%E8%82%B2%E6%88%90%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E5%9F%BA%E9%87%91%E3%81%AE%E7%82%BA%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AB%E

3%83%9E-46/ 

302 キタ－！！もの凄げ～！そして痛たそ～！ 

この蹴りこそ橋本の象徴！すべてを壊す、まさに『破壊王』！！ 

http://blog.goo.ne.jp/yasushi0701/m/200507 

303 お前の蹴りこそヤバいわ！なんて言いながら飲みに行って仲良くなるのがホントだぞ！本分を忘れるな！」 

https://islandance0344.blogspot.jp/2015/08/?m=0 

304 そして今・・・少年部の顕也が放つ強烈な蹴りこそ・・・往年の左ミドルキックです 

http://kyokushin.blog81.fc2.com/blog-date-200901.html  

305 しかし、その蹴りは囮で、次に行う下段の蹴りこそが本当の狙いだった。 

http://www.kakiko.cc/novel/novel3/index.cgi?mode=view2&f=24492&no=9 

306 超次元な技ばっかでサッカーの蹴りのかっこよさって微妙にわかりにくい気がするんですが、あの普通の蹴りこそがアング

ルとか蹴り方によって超次元かっこよく見えるんだってことがわかりました。 

http://zumatta.jugem.jp/?month=201010 

307 警告ありがとうございます。  
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・・・ですが蹴りこそが私の人生そのものなのです。  

そして蹴りを極めるために庭にクヌギを植えてはや１０年  

がたちました。 

http://n2ch.net/r/7I5-BsxU_G--1/insect/1186491896/101-?guid=ON 

308 モラ夫の蹴りさえも私のせいにするモラ母 

https://blogs.yahoo.co.jp/mhtqp828/3444702.html 

309 サンジの燃え上がる足を平気で掴み、 

その蹴りさえもマントは防ぐ硬度を持つ。 

http://mangakin.blog.fc2.com/blog-entry-974.html 

310 アマティスタは舞いながら、彼の凶刃を躱し、それどころか彼に蹴りを入れている。その蹴りさえもダンスに見えて来る。 

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=8547336 

311 この蹴りさえありゃ天下無敵、武器なんぞいりゃせんのよ。  

http://www.geocities.jp/teigagi/soft/miraclef/manual/files/intro/samuson.htm 

312 テラさん 

この蹴りさえ決まれば、フリーザもイチコロです♪ 

( งᵒ ̶̴̷᷅  ωᵒ ̶̴̷᷅  )ง⁼³₌₃おーほっほっ！！ 

https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/character/2875734/blog/2907990/ 

313 膝をスナップさせての変幻自在の蹴りさえ小鳥は風に揺れる柳のように避けて見せる。 

https://genso-koryu.jp/novels/2-26 

314 蹴りさえあれば問題ない  

アリスといえば人形よりも蹴りだ！  

http://mixi.jp/view_community.pl?id=2782335 

315 もっとも、低い蹴りさえもほとんど使わないのであれば、そのために高い蹴りを稽古しておくというのは、ずいぶん

回り道な話になってしまう。 

http://doyotaichi.seesaa.net/article/368282476.html 

316 前田にくらべりゃ橋豚の蹴りさえ強烈に見える  

http://piza.5ch.net/test/read.cgi/k1/982493154/ 

317 蹴りさえ喜んで受けようじゃないか！ 

https://www.no-ichigo.jp/read/page/page_id/12496584 

318 「僕は蹴りができるズボンばかり探していたから、母をイライラさせた。 蹴りさえできれば、どんなズボンでもよかった。

https://www.ssense.com/ja-jp/editorial/fashion-ja/the-sportswear-industrys-one-man-rd-unit?lang=ja 

319 ついでに比較的安全な攻略法も発見できて僕、満足！  

とりあえず竜巻と蹴りさえ食らわなければなんのこたぁない 

http://d.hatena.ne.jp/nami-6251/20121105 

320 風神が蹴りさえ出せれば 2段斬りが確定保証なのも合わさって、 

崩しと武器崩し付けてたら笑えるくらいガード割れるからな 

下段のリーチが短いおかげで逆に空振りキックしやすくてほんと便利 

http://niohgeek.site/2017/04/10/post-1993/ 

321 あの蹴りさえあれば。ブルースリー以来の衝撃に 8 点。  

https://www.jtnews.jp/cgi-bin/review.cgi?TITLE_NO=17151 

322 テコンドーは蹴りさえ警戒してれば怖くない 

http://akb48taimuzu.livedoor.biz/archives/52426818.html 

323 だが、がっちりと押さえつけられた身体は思うように動かず、蹴りさえも繰り出せない。 

何回か平手で殴られ、鳩尾に拳が入れられた。 

http://toneriko.chu.jp/keitai/sakugo6.htm 

324 並みのカンガルーの蹴りさえまともに当たれば内臓破裂する程の威力なのに  

こいつの蹴りだと風穴空きそうだな 

http://lamsect.blog112.fc2.com/blog-entry-2192.html 

325 蹴りさえあれば攻略最強狙える性能あると思うが盾持ち多いんだよなぁ  -- [ID:F8xjypWqFro] 2017-02-19 

(日) 22:01:12 

http://kamikouryaku.net/darksouls3/?%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/%E5%82%AD%E5%85%B5%E3%81%AE%E5%8F%8C%

E5%88%80 
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26．「裂き」に関する用例 

番号 用例 

1 毎朝 4時起床で、鰻の裂きを始める。 

http://kate97.blog.so-net.ne.jp/2013-09-10 

2 地元柴漁港で名物の穴子を学び、味わう講座です マイ包丁ご持参の方（5 名限定）は穴子の裂きを体験できます 

http://kanagawa.ucoop.or.jp/hiroba/areanews/files/201308kanazawanews%20.pdf 

3 

 

趣味は着物の裂きを繕うこと。 

https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=27341955 

4 

 

織物と言っても、裂き織りと言って古い布を裂いたり、糸を解いたりして、新しい糸と組み合わせながら織る、その裂き織り

の裂きを『咲き』という名前にし咲き織り作家として佐賀でやっておりました。 

http://ameblo.jp/coo-boo-toma/entry-11502866881.html 

5 

 

網代編みの竹篭にちりめん風の模様の裂きを合わせてあります。中に針が錆びにくい「炒りぬか」が詰められています。 

https://www.facebook.com/beniyamingeiten/photos/a.421889071235793.1073741828.421864657904901/577157442375621/?ty

pe=1&theater 

6 次側線は１－２、３－４、５－７－６でそれぞれ１セットです。ですから２と３の間と４と５の間にそれぞれ５０ｍｍ程度の

裂きを入れます。はさみで丁寧に切り込んで下さい。 

http://www.ne.jp/asahi/sound.system/pract/kit/dengen.html 

7 

 

後援/北日本新聞社  緑の縦糸に後押しされるように、裂きが次の裂きを選んでいく。 いつのまにか自然の讃歌に包まれて織

りあげました。 

http://milestone-art.com/htm/2009nomura.html 

8 

 

杵築では毎年 7 月に行われる天神祭りが終わると この作業が始まり、子供は学校に行く前に裂きを 手伝って登校しました。 

https://www.city.kitsuki.lg.jp/uploaded/life/7135_20518_misc.pdf 

9 

 

純国産、愛知三河一色産のうなぎが随時入荷。 

うなぎはご注文を受けてから裂きをいれ仕込みをします。 

一年中炭火焼のいつでも裂きたて焼き立て。 

https://www.facebook.com/pg/unagiFujino/about/ 

10 ンチうな丼です。注文が入ってから裂きを始めるため、出てくるまでは 30分近くかかりますが、うなぎはふっくら柔らか。 

https://blogs.yahoo.co.jp/yanotti601/10886297.html 

11 

 

「串打ち三年、裂き八年」と俗に云われる、ウナギの調理の「裂き」が体験できる講座です。ウナギを 3 匹さばき、蒲焼きに

仕上げて持ち帰ります。 

https://www.chiba-muse.or.jp/MURA/taiken/H29wazashinandojo_annai.html 

12 

 

シニュー糸で仕上げると雰囲気がぐっと出ますね(^-^) 

シニュー糸の裂きが下手なので、縫う前に準備段階で心が折れます（笑） 

https://blogs.yahoo.co.jp/angie_lc57/8743261.html 

13 

 

ちなみにちぃママンさんの 

美しいリボンはこちら 

こうして見るとカニカマの裂きが 

たりなかったのと 

海苔の幅が細かったなぁ・・ 

いつか・・リベンジしま～す  

https://ameblo.jp/comg13/entry-12088751848.html 

14 

 

「ウナギの裂きが上手いのは日本のウナギ職人でなく、日々圧倒的な量を裂いている中国工場のおばさんたちだ」ってそ

うだろうねぇ 

https://twitter.com/idealstream/status/625165225780645888 

15 

 

うなぎを美しく焼き上げることはもちろん、下準備の“裂き”にまで美を求める。 

http://lang-8.com/620041/journals/185432537401751559501019247185322219994 

16 

 

本研究では目視により、個々の脚柱に施工されたウレタ ンの状態（浮き、裂き、剥離損失）および脚柱の環境状 態（堆石状況

等）を各脚柱の海側と山側において調査し た。 

http://thesis.ceri.go.jp/db/giken/h23giken/JiyuRonbun/IK-13.pdf 

17 

 

ウナギは自分もなかなか上手くいきません。ウナギ料理でよく聴く言葉ですが、ウナギの裂きに○○年、串打ち○○年、焼き

○○年と上手くなるまでに相当な時間がかかる物で 

https://blogs.yahoo.co.jp/rituonagayama4873/6961273.html 

18 

 

生涯、一職人として生きる “裂き３年、串打ち３年、焼き一生”と表現される、うなぎの世界。 

http://www.nhk.or.jp/professional/2013/0729/ 

19 

 

でも確かに、毎日やってれば刺すのは 3 ヶ月もあれば、まあまあ綺麗にさせます。問題はスピード。裂きもそうなんですが、

ちんたらやってると鰻はどんどん鮮度が悪くなります。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13161267123 

20 

 

メンマは太目の裂きで、味わいは甘め。 業務用でしょうが、このラーメンのバランスを壊すモノではない。 大判の海苔は、

風味が良いがスープに溶けやすいか。 他に輪切りネギ多目。 

http://763422.blog90.fc2.com/blog-entry-2526.html 

21 

 

鰻の裂きと焼きの実演 

https://www.youtube.com/watch?v=eOM6tUvTokI 
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22 

 

うなぎ屋の言葉で、「裂き８年、串３年、焼きは一生」という言葉がある。 

つまり、うなぎをさばくには、一人前になるまでに８年の月日が必要だ、 

ということらしい。 

http://falx.dragonfield.xyz/?p=114 

23 

 

お品書きの中に鰻のこだわりが書いてありましたが、関西風と関東風の間の裂きと焼きだそうで奥浜名湖焼きということです。

お米やタレにもこだわってみえました。 

http://4travel.jp/domestic/area/toukai/shizuoka/hamamatsu/hamanako/restaurant/11060256/ 

24 

 

カウンターの目の前で親父さんの「裂き」と「串打ち」を見物。「蒸し」はなく「関西風」の仕上げ。 

ただ「焼き」の息子さんのレベルがまだまだ…だな。臭みはないがただの甘辛い「焼魚」状態…。 

https://blogs.yahoo.co.jp/supersonic_golfer/55472689.html 

25 

 

正午を過ぎてお客さんは次々と入ってくるが・・・・ 

最初の裂きと焼きのタイミングを逃すと一時間待ちのようだ。 

https://tabelog.com/saitama/A1102/A110204/11006638/dtlrvwlst/B115910001/ 

26 

 

面白い形の鰻包丁を使ってリズム良くさばいて行く姿、丁寧でいて素早い！圧巻な LIVEです。 

大将の裂きと串打ちに凝視する私達、いろいろ質問攻めしちゃいましたが貴重な時間をありがとう！ 

https://blogs.yahoo.co.jp/aigomi2087/17590710.html 

27 

 

視聴者「きよ川の裂きと焼きと肝焼きについてはよく分かったけど、この店、タレについて語らないね」  

http://www.geocities.jp/ayumiko_nazo/kokoro/kokoro38.html 

28 

 

今月から活鰻の裂きと白焼処理の改良を致しました。試食しました所以前よりも食感・旨みが増しました。皆様のご感想をお

待ちしております。 

http://www.anagoyahonten.jp/news/ 

29 

 

素人の裂きと焼きとタレに負けるウナギ屋ってどんな店だよ 

https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/news/1467791987/ 

30 

 

もし、２０、３０本釣って捌きなし＝６，０００円で別料金で何匹でも１，０００円で処理致します、という看板有りました

ら、私は捌いてもらうかな～などと思いますが。これからの釣り人はアナゴの裂きまでしないと・・。 

http://www.kzfishing.com/BBS/20040403BBS.htm 

31 

 

関西風の裂きですが「こなし」という特別な焼きの業を持っています 

http://plaza.across.or.jp/~seiya-k/gyokai.htm 

32 

 

きょうも、頑張りました！ 

裂き織、長さ１ｍ、幅４２織れました。 

藤倉機、３０羽、着物地の裂きです。 

http://blog.goo.ne.jp/oribito1952/e/929c16fefdf73f9bd5e615a29f3217e8 

33 

 

どれも美味しく、レトロな店内にも十分満足できました。 

骨が苦手な人用のどぜう鍋の裂きです。 

http://blog.livedoor.jp/raichi1950/archives/2005-09.html 

34 

 

江戸正は場所がやや悪く小さな店でそう混まず、坂東太郎ならばまず注文後の裂きだと思われる。  

待ち時間だと昼の普通鰻は裂き置きか蒸し置きらしく、後から来店の客にどんどん抜かされたな。  

https://www.logsoku.com/r/2ch.net/gurume/1183815880/ 

35 そうなんです 

織りは楽しいばかり 

裂きが大変なんです 

でも・・・ 

実は母が裂いてくれたんです 

助かりました 

http://rani.naganoblog.jp/e1488529.html 
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27．「割き」に関する用例 

番号 用例 

1 鰻の割きをはじめた。 

目釘を打って、鰻包丁で「ビッ」という音とともに捌いていく。 

やっぱり鰻はこうでなくちゃね。 

http://blog.goo.ne.jp/eytoku/e/9ba01839654f29c0f9ed21cea692eeae 

2 以前にもブログでアップしましたが、私は鰻の割きを練習しています（‐＾▽＾‐） 

http://ameblo.jp/suruga-naka/archive1-201208.html 

3 更に、重より丼、注文後の割きが鉄則、天然しか興味ないとか、何しろ安くないといけないとか。 

http://blog.goo.ne.jp/tetsuda_n/e/f9ce5292322fa375cee9a98efdd2b836 

4 梅雨があけ、子供の夏休みが始まるころから、家族総出の大変な作業がはじまる。朝早くから夜遅くまでのきつい作業がお

盆のころまで約１ヶ月続いた。作業は、刈り取り、割き、干し、仕上げの４工程からなる。七島イの刈り作業は主に、祖母と

母の担当で、毎朝４ころの暗いうちから。 

http://www.aso.ne.jp/~akashimt/tamotsufutakotomikoto.html 

5 関東  

・割き：腹開き（開いたときの見た目がよい）  

・串 ：竹串、一匹を真ん中で切って縦に並べて刺す  

・焼き：蒸してから焼く  

・タレ：長年受け継がれている名店のタレは独特のコクと深みがある。  

・修行：串打ち三年、割き五年、焼き一生と言われるほど  

https://2ch.host/cache/view/newsplus/1153281083 

6 カウンター７席だけ。地焼き。注文後の割き・調理。1匹付けうな重梅\1580。  

鰻の身は小さめ薄め。焼きはクリスﾋﾟｰで、部分によっては中心部迄クリスﾋﾟｰ。  

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/gurume/1245942050/ 

7 トップは東出さんが１６本 

２０時４０分までは昨夜と一緒の１回目の割きで１２本でしたが 

その後４本追加してくれました 

http://blue.ap.teacup.com/kamiya-13/8040.html 

8 手始めに割きを一枚 ごぼうとねぎをたっぷりのせて 

やっぱり丸がいいねと 4枚ほど たっぷりかけた山椒が夏の味 

｢割き｣は開いたどぜう ｢丸｣はまるごとのどぜう 丸のほうが香りが強い 

http://taniya.seesaa.net/article/51874320.html 

9 きよ川では美佐子（伊藤蘭）が客の回転率を上げるためうなぎを前もって割くように決めるが、割きを担当する生野（勝俣州

和）は職人のプライドが許さず、店を飛び出してしまう。 

http://www.asakusa-e.com/tokushu/tokushu15a.htm 

10 おいしいパンで作ったサンドイッチほどおいしいものはないっ！ 

あっ、今日はね～、動画観れたよっ！ 

昨日はどうしてダメだったのかなぁ～。。。 

幸せな割きだねぇ。 

http://deliciousbread55.blog.fc2.com/blog-entry-919.html 

11 1年ぶりの割きで失敗も何匹かあったが、ごまかして焼いた。 

https://blogs.yahoo.co.jp/daiho987/32923525.html 

12 岡谷のうなぎは割きが関東、焼きが関西と変わった感じです。 ー 濱丑でウナギを食べています 

https://twitter.com/hiro_shinya 

13 まずは割きが上手くないと良い焼き色がつきません。そして串を皮と身の間のポイントにうまく打って

いかないと、焼いている間に崩れ落ちてしまいます。  

http://mitsukoshi.mistore.jp/onlinestore/shops/echigoya/feature/2017/06/foods/index.html 

14 材料となる竹はうちわ屋（親方）さんが運んで来て、割きが完了したものを回収します。 

http://www.denfuku.com/archives/261 

15 僕の鰻の経験値が足りないのか、過去イチバンの柔らかさではないだろううか？！ 

パクリッ！箸で感じた通りの柔らかさだ！割きが上手いのか蒸しが強いのかは定かではないが、これなら離乳食にも使える。(笑) 

https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13016652/dtlrvwlst/B106309281/ 

16 メスギボシに使うスリーブが余裕を持って入るくらい割いておくとよいでしょう。 

以下の写真はちょっと割きが足りませんが、ご了承を。 

http://mazda2.jpn.org/?p=92 

17 新鮮、割きが良くないと臭みを感じてしまうことが多い白焼・・・ 

http://tabehachi.blog24.fc2.com/category47-1.html 

18 買ってくる場合はもっぱら割きが強すぎて、焼いているうちにバラケてしまったような長焼きの格安見切り

品。けっこう競争が激しくて、なかなかお目にかかれない。  

http://666pe.orz.hm/naga/2009/0116.html 

19 元々の収容数少ないとこはいいけど  

割きが多いとこはたしかに埋まってないし、プレ枠はすかすかだったりする  

http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/ogame3/1412775493/l5 
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20 なぎの割きの違い 

http://manraku.net/event/%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E%E3%81%AE%E5%89%B2%E3%81%8D%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84/ 

21 栄の中心にあり、ショッピング帰りや、宴会にも便利。特選の鰻をさらに吟味し､割きの技術、焼きの勘、脂と旨みが調和し

た 熟 成 の タ レ な ど 、 職 人 気 質 が 産 み 出 す 逸 品 を 味 わ い た い 、 季 節 の 会 席 コ ー ス も あ る 。 4 

https://tabetime.com/pc/shop_detail/top/9977 

22 しら河のこだわりは、何といっても鰻です。 

素材への目利き、割きの技術、焼きの勘、職人気質の情熱。 

http://hitsumabushi.jp/shirakawa 

23 ニョロニョロ動き回る鰻を温順しくさせるために氷の入った桶に移して、冬眠状態にしてから割きの仕事をするところが多いですが、見

ていて楽しい作業ではありません。 

https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13047052/dtlrvwlst/B263688994/ 

24 鰻の白河は、素材への目利き・割きの技術・焼きの勘 そして味を守り作る情熱あふれる職人が集った店。 職人気質が生み出

す逸品たち．．．どうぞ召し上がれ。 

http://www.life-flow.info/info.php?type=linkpage&id=LINKDATA 

25 うなぎのさばき普段なかなか見ることの出来ない熟練の職人技に拍手が出ることも。割きの工程は、職人が行うのでお子様

でも安心です。 

http://otsuka-miyagawa.com/71863/%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88/ 

26 鰻の世界にこういう言葉があります「割き三年、焼き一生」一人前になるのに、割きには最低３年、焼きには一生掛かるって

意味です 

http://garage-minimini.blogspot.com/2012/06/blog-post_27.html 

27 みつみねでは割きから串打ち、白焼きまでの工程を短時間で行うことによってうなぎの鮮度を保ちます。 

http://www.mitsumine-group.co.jp/sp/unagi.html 

28 現在５代目の兄弟二人を中心に、割きから焼きまで心を込めて仕上げさせて頂いております。 

http://www.nagano-tabi.net/modules/gourmet/index.php?action=enjoy&group=gourmet&id=1330100004 

29 瓢六亭は関西式に蒸さずに焼く「地焼き」で提供しているため、割きから焼き上げまで約 15分※１。 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000010157.html 

30  割きから焼きまで、注文後に取り掛かる 

https://retty.me/area/PRE20/ARE82/LCAT2/CAT70/LMENU26/ 

31 シラスの池入れからスタートし 

稚魚から成魚、出荷に至るまでの養殖の過程。割きから焼き、タレ付け 

冷凍、箱詰めまでの加工工程。 全てが上手くいって美味しい商品となる。 

http://www.yamadasuisan.com/diary/diary.cgi?mode=archive&ym=201010&d=8 

32 尚、以前のレビューでは、特上だけは、割きから始めてくれるので時間が掛かるとありましたが、 

最近のレビューでは、特上も焼きから入るのでそう、時間はかからないとありました。 

https://tabelog.com/tokyo/A1302/A130204/13019891/dtlrvwlst/B111850729/ 

33 ご亭主がおひとりで割きから焼きまで一気に仕上げるので、出張などでご不在の日は店内お食事が出来ません。 

店番のおねえさまからパック入りの甘露煮を買うことは出来ます。 

https://tabelog.com/tochigi/A0902/A090203/9009155/dtlrvwlst/B3645922/ 

34 毎日届く活鰻を職人が割きから焼きまで、心を込めて作り上げます。 

https://hitosara.com/0006064743/food.html 

35 こちらは、尾花と違って割きからではなく、すでに蒸されているのを焼くだけみたいです。 

http://terazon55.blog.fc2.com/blog-entry-143.html?sp 

36 鰻をやめるか？割きから鰻を勉強し直すか？一度考えた方が良い。竹葉亭とか名店の鰻を食べてみてください。 

https://loco.yahoo.co.jp/place/g-ArvHo5kuHgg/review/199795/ 

37 これはランチタイムで仕方ありませんね。 

割きからやったら小一時間かかりますからね。 

http://higemegane0315.blog129.fc2.com/blog-entry-205.html?sp 

38 鹿児島、愛知、霞ヶ浦など産地別に水槽に入った鰻は、注文が入ると引き上げられ、割きから焼きまで一気に調理する。関西

式に蒸さずに焼く｢地焼き｣で提供しているため、割きから焼き上げまで約 15分。 

http://www.gaisyoku.biz/pages/news/news_details.cfm/13624 

39 鰻はこだわりの国産鰻を使い、当店三代目が割きから焼き上げまで全て行います。 

http://abk.furusato-tax.jp/product/detail/index/11245/228466 

40 ずいぶん前から言っている大田区の鰻屋は割きから始めるというスタイルを未だに守っている非常に希少な店です。 

http://www.leglant.com/genki/cook/index.html 

41 蒸しまで済まし、あまつさえ焼き置きまでした鰻も、割きから、あるいは蒸しから焼いた鰻も区別が付かない客が増えれば、

手抜きをする店が増えて当然だろう。 

http://d.hatena.ne.jp/shuu2no_geneki/20101021/1287629144 

42 普通に鰻や穴子も釣れるので初めは見よう見まね 

で 割きから入って 苦労するのが串打ち。 

https://cookpad.com/recipe/2156422 

43 厳選された鰻を割きから焼きまで職人による手作業で一尾ずつ丁寧に仕上げました。 

http://www.saitora.jp/saitora-gennsenn 

44 割くところから始めちゃって・・」とも付け加えていた 
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割きからなら小 1時間はみなきゃならんので、充分早いとは思うが 

http://tsukuba.exblog.jp/13393736/ 

45 店によっては､注文を受けてから焼き上がるまで小一時間必要な場合もあるようだが､それは割きから始めるためと聞いたこ

とがある。 

http://iiday-sangakukainihonshibu.doorblog.jp/archives/1009388563.html 

46 こちらのお店は創業明治 37年で現在５代目の兄弟二人を中心に、割きから焼きまでを行っている日本でも数少ない鰻専門店

だそうです。 

http://iroirodaisuki.at.webry.info/201205/article_4.html 

47 焼いて、蒸して、焼く、良いところは割きからやってくれるということで、 

良い鰻屋さんは時間がかかるものなのだけど、それでも短いところは 20分。 

http://daydiamond.blog45.fc2.com/blog-entry-2662.html 

48 主人は古いつき合いの卸から国内産のうなぎを仕入れて、割きから焼きまで自分一人で手がける。 

http://www.jlogos.com/d049/14070715.html 

49 瓢六亭は、関西式に蒸さずに焼く「地焼き」で提供しているため、割きから焼き上げまで約 15分（提供時間は注文の込み具

合によって変動がある）とのこと。 

http://www.mylifenews.net/food/2016/07/post-1740.html 

50 割きから入るので 40分は待ちますが、各所で食べましたがやはり個人的にここが一番好みですね。 

http://tenkarakebari.jugem.jp/?eid=429 

51 なのですが、慣れるとどじょう独特の香りや舌触りを、おいしいと思えるようになりました。そして、どじょう本来の味を楽

しみたくて、柳川から割きへ、そして割きから丸へと徐々に「大人の階段」を登ったのでした。 

http://myobento.exblog.jp/5633213/5ぺ 

52 そりゃ、いいなあ、でも、うなぎ難度高そうだから、むずかしいんじゃないと、生意気に、軽口をたたくと、若い頃、うなぎ

やにもいたんです、割きまででしたけど、なんておっしゃる。へぇ、そりゃあ、そりゃあ。で、ございました。 

http://teizan.blogspot.com/2016/05/blog-post_9.html 

53 ちょっとした犬ならもう死んでるし、柿なら実が生るし、うなぎ屋なら割きまでできるし、恋愛なら… 

いや、何年経っても変わらないのが愛だな… 

https://ameblo.jp/yamamoto-tm3/entry-11947130348.html 

54 昭和２年創業の老舗の鰻専門店。昭和２６年からの秘伝のタレを受け継ぎ、うなぎの割きや串打ち、団扇使いなど先代仕込

みの炭火焼きの技で、脂ののったうなぎの旨味を引き出す。 

http://www.gokuraku-jigoku-beppu.com/entries/wasyoku 

55 割きや串打ち、備長炭による焼きの技術は当然ですが、この店が最もこだわる部分のひとつが厳選した鰻にあります。 

https://hitosara.com/0006076872/ 

56 うな重の判断基準と言うのはタレの掛け具合だけではないので、ほんの一部の些細な事なのですが、割きや焼きと言った仕

事以前に最も大事な事なので敢えて、触れてみました。 

https://zaian777.jimdo.com/2017/06/25/%E4%BA%9B%E7%B4%B0%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AE

%E4%B8%80%E6%AD%A9-%E7%90%86%E6%83%B3%E3%81%AE%E3%81%86%E3%81%AA%E9%87%8D/ 

57 割きや串打ち、備長炭による焼きの技術は当然ですが、この店が最もこだわる部分のひとつが厳選した鰻にあります。 

https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13018616/ 

58 うなぎ料理は割きや串打ちなど、仕込みに時間がかかります。 

http://www.shokugyou.net/shoku-food/unagi.php 

59 割きや串打ち、備長炭による焼きの技術は当然ですが、 

この店が最もこだわる部分のひとつが厳選した鰻にあります。 

https://matome.naver.jp/odai/2149466951016103301 

60 割きや串打ち、備長炭による焼きの技術は当然のとして鰻には並々ならぬこだわりを持つ。 

http://gourmet.trip-free.com/2016/12/19/post-307/ 

61 およそ 2年間の修業では、選別、割きなどの技術を身につける。 

https://hitosara.com/0006076872/person.html 

62 幼少の頃読んだ少年料理マンガ「ミスター味っ子」では生き血は毒で目に入ると視覚障害になりかねない。 

割きは何年串は何年焼きは―――― 

それにしても、青春まっただなかですねえ。 

https://kakuyomu.jp/works/1177354054881156862/comments 

63 割きは分けてません。 

東西とも優れた作品でした。 

https://ameblo.jp/gyoretsu/entry-12289749539.html 

64 うなぎの割きはすでにプロフェッショナルが 6名揃っているので、あなたにもその技術をしっかりと教えます。 

https://next.rikunabi.com/end_detail/cmi3267347001/nx1_rq0013486420/ 

65 割きもそうです 

どこでも切ればいいわけではありません 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13161267123 

66 居酒屋の大将は鰻職人じゃないから割きも焼きもタレも微妙でしたが。 

それに泥抜きがちょっと短かったかも。 

http://sumeragi.cocolog-nifty.com/nandemo/2017/07/post-9fb6.html 

67 店で食べたほどではないが、冷めてもこの柔らかさと言うのは凄いことだ。割きも流石で、小骨が一切触ることはない。 



- 173 - 

https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13016652/dtlrvwlst/B106309281/ 

68 うなぎを知り尽くした職人が、九州の水どころで育ったうなぎを目利きし、割きも焼きも、手しごと一筋。≪本物≫がもつ味

わいを極めたまんてんやの『手しごとうなぎ』。ひとつひとつに心を込めてお届けします。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%93%81-%E6%89%8B%E7%84%BC%E3

%81%8D%E7%82%AD%E7%81%AB%E3%81%86%E3%81%AA%E3%81%8E%E8%92%B2%E7%84%BC2%E5%B0%BE%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/dp/

B00Y0BHG1G 

69 ウナギは割きも打ちも、生涯修行。 

http://fieldvill.blog115.fc2.com/blog-date-201111.html 

70 割きも串うちも一生  〜岐阜県「なまずや各務原分店  二代目  西脇潤さん」〜／新美貴資の「めぐる。」

http://unaginews.blog.so-net.ne.jp/2015-01-10 

71 ここは鰻の割きも焼きもご主人一人でやっているので東京風だと蒸している間に次の客の注文の鰻を割いたりタレ焼きでき

るけれど大阪風で焼いていると他の客の注文が進まないのだそうです。  

http://okusan.blog30.fc2.com/blog-entry-537.html 

72 このご時世この値段でこのサイズのうなぎを 1尾丸々はなかなかいただけないですよねえ。 

かなりの数を捌いているのでしょうけど、割きも綺麗です。 

http://www.lockandgo65.jp/entry/2016/01/20/120000_1 
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28．「避け」に関する用例 

番号 用例 

1 ごめん避け、好き避けについて質問です。 

職場の好きな先輩女性の避けがどっちなのかわからず 

自分もどう接していいのか困っています。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10167609095 

2 

 

1回のコマンド入力で、2回の攻撃が出る技の一部について、攻撃の硬直時間中も、相手の避けが成功してしまうようになって

いたのを修正しました。 

http://www.virtuafighter.jp/dk_79.html 

3 連絡が来ない理由として一番大きいのはコレ「罪悪感からの避け」です。これは、相手があなたを重苦しく感じていたり、申

し訳なく感じていたり、かわいそうに感じていたりして、避けたい気持ちになっているということです。  

https://moto.hanihoh.com/txt/k4 

4 その時々で、ベストの避けが出来るように落ち着いて行動しましょう。 

http://wolffang.jp/kouryaku/daimakai/stage1/stage1_boss.html 

5 発動が早いので避けが間に合わない事も 

https://pokemongo.gamewith.jp/questions/show/113173 

6 低速移動は標準で「攻撃ボタン押しっぱなし」になっている。...が、これだと高速移動と低速移動の切り替えにタイムラグが

起こり、細かな避けが難しい。 

http://hossy.info/game/toho/y_extra7.php 

7 

 

1. 避けが超高速になっているとの声が… 

http://pokemongo-soku.com/koushiki/syougai-bagu/post-40523/ 

8 

 

2. 今回はひたすらわざを連打した場合の計算をしています。全ての技には 0.7秒間の回避可能時間が設定されており、避けが成

功すると被ダメージを 1/4に削減できます。 

http://pokego-shiblog.hatenablog.jp/entry/best-attackers-01 

9 有利が 1 しかないので各種ダッシュ入力を使って 1 フレーム消費して技を出すと『五分の状況から技を出したことになり最速

の避けが成功避けにならずに失敗避けになる』のだ。 

https://ameblo.jp/koryu-rau/entry-12248193355.html 

10 ３Ｄ格闘ゲームにも、横移動や横歩きなどの【軸避け】が存在するのだが、 

それらも、オフェンス寄りなものが主流である。 

ディフェンス寄りの避けがなぜダメかというと、 

【待ち】が強くなり、強力な【軸避け】そればかりしか狙わなくなるからである。 

https://plaza.rakuten.co.jp/masyamblog555/diary/201308010000/ 

11 BIG CORE Mk-3の反射レーザーは、初見での避けが不可能なくらい速い 

http://www.yokoda.okinawa/old/games/shoot/index.html 

12 1回のコマンド入力で、2回の攻撃が出る技の一部について、攻撃の硬直時間中も、相手の避けが成功してしまうようになって

いたのを修正しました。 

http://www.virtuafighter.jp/dk_79.html 

13 その時々で、ベストの避けが出来るように落ち着いて行動しましょう。 

http://wolffang.jp/kouryaku/daimakai/stage1/stage1_boss.html 

14 説明したようにオルガー君の当たり判定はとても大きいので 

この程度の弾でもギリギリの避けが要求されます。 

http://eroimon.nomaki.jp/freeza/oruga/ 

15 敵視跳ねると、それを取り返すために色々とアクションが必要となる 

防御の対応、範囲の避けが遅れる 

http://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/character/2819582/blog/3406517/ 

16 そのくせ敵は容赦なく弾を正確に、かつ発射間隔が短く連発してくるから紙一重の避けが非常に難しい。 

https://miiverse.nintendo.net/posts/AYIHAAAEAABjUqFUU8aQIw 

17 ここからはビターン攻撃の避けが甘いと落ちます＾＾ 

http://kinakononiku.ldblog.jp/archives/38050099.html 

18 KOF'94の避け動作の名前。 

個人的にはこちらの避けが 95の避けよりは好き 

http://www.geocities.jp/tkr_terry/yougo/waza.htm 

19 「うおー、避けてる避けてるー」 

奇跡の避けが炸裂することも多い。 

http://www.geocities.co.jp/Playtown-Denei/2182/game/dodonpati.html 

20 今ジムで試してみたけれど鋼の間には冷凍パンチは充分入る  

最初の避けが凄く遅い時は事故るけれど  

http://pokemongoplus.blog.fc2.com/blog-entry-498.html 

21 とにかく木を破壊しながら進む面、破壊できない機雷は要注意。 機雷の中での攻撃の避けがポイントです、木をすべて破壊す

ればユニコーン隠れキャラ が出てきてバリアがつきます。 

http://www.yk.rim.or.jp/~mcp/htm/review/area88.htm 

22 第３攻撃終了間際でチャージ完了。第４攻撃で狙って瞬殺。  

第２段階の初っ端の避けが苦手じゃなければ、かなり有効。  
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https://www40.atwiki.jp/hellsinker/pages/13.html 

23 また、左右への避けが求められる障害物の場合、発生地点によってはかなりシビアな操作が求められます。 

https://www.dopr.net/ff7-gbike/MISSION6-

5%EF%BC%9A%E8%A8%8E%E4%BC%90%20%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF%E6%88%A6

%20%E6%94%BB%E7%95%A5 

24 出した瞬間に上下に別れ、しばらく進んだ後に合体して一つになる真空の刃を発射する飛び道具。 

上下に別れるため、ジャンプでの避けが困難である。 

http://kakuge.com/wiki/pages/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC_%28%E9%91%91%E6%81%

AD%E4%BB%8B%29 

25 大丈夫、君の避けが下手なだけだよ 

http://kamikouryaku.net/bloodborne/?%E9%86%9C%E3%81%84%E7%8D%A3%E3%80%81%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%

83%BC%E3%82%AF 

26 もしもタンクホイールと同等の避けが出来たら、むちゃくちゃ強いんですけど。 

http://braverukia.hatenablog.com/entry/2013/11/15/DOA5U%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%A1%E3%82%A4%E3

%83%88%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%89%E6%96%B0%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9 

27 リュウとケンとでは波動の避けが若干異なる。 

https://edmondhonda.jimdo.com/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%A9%E5%AF%BE%E7%AD%96/%E3%82%B1%E3%83%B3/ 

28 地上ステージで、バトル開始後 10秒以上経過後、天津飯の避けが連続３回成功 

http://www.1000gamers.net/kouryaku/dbzbl/chronicle1.html 

29 イカリが戻った後の青玉の避けが難しい 

青玉に気を取られているとイカリに・・・という感じに 

http://br0ma9an1ga9to0ka4ma.blog38.fc2.com/?mode=m&no=313&photo=true 

30 相手の避けが増え始めるので、2KK+Gや 426P、6P+Kなどの回転も狙いやすくなります。 

http://haruchiha155.hatenadiary.jp/entry/2014/10/30/VF5FS%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%9C%E8%A1%A8_%E8%9F%B7%28%E3%83

%AA%E3%82%AA%E3%83%B3%29%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85%E8%AC%9B%E5%BA%A7 

31 今回導入する超絶ドハイカムにあわせるピストンです。 

ちくびみたいな XR1200純正ピストンと違ってバルブの避けがあります。 

https://blogs.yahoo.co.jp/joesroom7/37757896.html 

32 フィンポケットも改良されていて、踵部分の避けがしないように強化されています。 

http://www.rifiediving.com/blog/equipment/gull-mew/ 

33 いやぁ～ﾗｽﾎﾞｽｷﾞｰｶﾞの雷氷の避けが楽しいっ♪ﾎﾞｽﾄﾚｼﾞｬｰやら金武器やら出てないけどこういう緊迫する方がﾄﾞｷﾄﾞｷで面白い

ねー♪ 

http://blog.hangame.co.jp/sadaoblog/article/36506190/ 

34 サ ポ ー ト 仲 間 は こ い つ を 優 先 的 に 倒 そ う と す る が 、 時 折 マ ダ ン テ の 避 け が 甘 く 即 死 し て し ま

う 事 も 。  

http://wikiwiki.jp/dq10dic2nd/?%A1%DA%A5%B4%A1%BC%A5%EB%A5%C7%A5%F3%A5%B9%A5%E9%A5%A4%A5%E0%A1%DB 

35 遮蔽物がない戦闘状況も多くなっており、ダッシュと肉眼での避けが重要な状況下で誘導弾を撃つ Vore や必中攻撃を持つ

Shamblerらが何の前触れもなく急に湧いて出てくるあたりもかなり狂気めいていてエキサイティングである。 

http://jjhfps.com/travail  

36 しかしこの日は遊ぶゲーム全てがひどい結果。 

雷電は 2ボスの攻撃の避けが安定せず、 

雷電 IIは 1ボス乗っかり張り付きが決まらず、 

レイフォは 3面で全落ち、 

困ったことにドラスピも絶不調で、なんと 6面で落ち。 

http://dkmm.blog12.fc2.com/blog-date-201207.html 

37 通常よりも予測がしにくくなるので、その分判断に時間がかかり、通常の攻撃に比べ瞬時に見てからの避けがしづらいという

事になります。 

http://www.wshin.com/essay/37.htm 

38 泡の避けが甘いと感じましたら、「 setLeft()」関数内ので 10 程度足し引きしてみてください。  

http://actyway.com/9063 

39 想紀伝 レビュー - タッチ操作前提の避けを楽しむドット絵シューティング。  

http://www.gamecast-blog.com/archives/65781384.html 

40 1. 第 4回 避けを極める 

https://app.famitsu.com/20121108_107113/ 

41 音楽に合わせ動き、華麗な蹴りや避けを使ったアクロバティックなゲーム性のある、格闘技とダンスの要素を持ったブラジル

の伝統芸能です。老若男女問わず、楽しみながら全身を動かすことができます。  

http://reversal-change.com/class.php 

42 【ポケモン GO】レイドバトルで避けを有効的に活用出来てる！ 

http://pokesokudb3.wp.xdomain.jp/archives/10612 

43 

 

 

もし一発目を斜めで避けた場合、外側だから弾の隙間は広いものの、第二陣と弾が重なりかなりシビアな避けを強いられる事

となる。 

http://hossy.info/game/toho/y_extra2.php 

44 ただし、終了時には一瞬だけ次の避けを入力できない時間があるため、見切り→見切りを隙間なく続けることはできない。 
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https://kakuge.com/wiki/pages/%E6%94%BB%E6%92%83%E9%81%BF%E3%81%91 

45 

 

また、好きな相手が近づいてきたら逃げてまう、というタイプの避けをする人もいます。 

http://parupuntenobu.hatenablog.jp/entry/2016/03/13/161023 

46 好き避けを知る 

⑩（避けをつくる環境） さて、  数回にわたり  さまざまな事情の避けを見てきました。  

https://ameblo.jp/merumo112/entry-11771647469.html 

47 避けと回転打撃 まとめ 

避け 

相手の直線打撃に対して避けを狙おう！ うまく避けられれば反撃のチャンスだ！ 

「避け」を自在に出せるようにしよう！ 

http://www.virtuafighter.jp/vf5/ima_vf/html/menu07/PDF/vf5_instruction_vol2.pdf 

48 いつもの僕のように大袈裟な回避に意識を割くのではなく、次の攻撃へ転ずるための避けを直接体に叩き込まれている感じと

いえば、分かりやすいだろうか。  

http://ncode.syosetu.com/n2468ca/116/ 

49 MINOGAMEなら涅槃のタイミング次第で安全走行も可能。出現する敵に涅槃を合わせ、上下の避けを意識する。 

https://www40.atwiki.jp/hellsinker/pages/34.html 

50 これはスペルカードの中では弾幕よりその相手の避けやすさに作用するタイプで、梅雨時の圧迫感の様なストレスを与えられ

た状態での避けを強制させられる。 

https://en.touhouwiki.net/wiki/The_Grimoire_of_Marisa/Mystia_Lorelei%27s_Spell_Card 

51 2 回目の避けを前(しゃがみ)ダッシュでキャンセルすることで, 相手が派生打撃を出さなかった場合にも素早く攻撃に転じる

ことができます 

http://virtuafighter.xyz/archives/1822738.html 

52 この〝精度の高い攻防打突を達成〟ということに思いをいたすと、万全の避けを駆使する試合方法を容認することは到底でき

ません。 

http://shinjukukendo.blog105.fc2.com/blog-entry-78.html?sp 

53 細かい弾幕の避けをする際には極力「上下方向の移動のみ」または「左右方向の移動のみ」にし、斜め移動や動きながらの方

向転換は避けよう。 

http://hossy.info/game/toho/g_theory2.php 

54 EX攻撃は音符がかなり曲がることに注意。縦方向の避けを意識しよう。 

http://wikiwiki.jp/thk/?%B2%D6%2FPlayer%2FMarlin 

55 悲しき無駄なワカ避けであったが、過去最高の避けを見せたのではないだろうか。 

http://dic.nicovideo.jp/l/%E3%83%AF%E3%82%AB 

56 このスペースをしっかり確保しておかないと、棚を突き出して訴求することができなくなってしまうため、要注意。高さ 50mm、

幅 10mm程度の避けを作る 

http://www.tyranno.co.jp/teiban-tana/tool.html 

57 2-5ノーボムに失敗している段階では、2-6ボスとかで煙草をふかしながら手裏剣のノーボムの避けをよく練習していたよ。 

http://mubou.seesaa.net/article/66495389.html 

58 それぞれのパターンでの避けを覚える 

http://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/character/3565159/blog/1159919 

59 私はどちらの避けであっても、自分から話しかけたりはしないので、相手が話しかけても大丈夫なのか、もう話しかけても欲

しくないのかわかりません。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14173637874 

60 どうもありがとうございます！最後の避け見ました！！未来でも見えてんのか！？って感じの避けでしたねｗ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1328268603 

61 ２Ｄ格闘の避けで、もっとも優秀だったのは、カプコンがＫＯＦシリーズの完全パクリを 

やったカプエスの【前転】である。 

https://plaza.rakuten.co.jp/masyamblog555/diary/201308010000/ 

62 発生はそれより遅いがリーチのある技（ミドルなど）はＢＤ後の避けでかわす。 

https://www37.atwiki.jp/vfmad/pages/132.html 

63 気合。 

橙の近くに陣取って、フィルムが 100%になった瞬間に撮るようにすると最小限の避けで終わる。 

苦手な方向から来る弾幕の疎密を見極めながら避けると良いかもしれない。 

http://wikiwiki.jp/thk/?%CA%B8%2F6 

64 それでもビットは何個か残ってしまうため、あとは気合の避けで対処。耐久力が低くなっているため、極端な避けは少ないは

ず。 

http://khex7495v.kir.jp/Reggae/Regesono/File001/002Kou.html 

65 顔の避けで思い出したがペットボトル飲んでて前に好きな人いて つい見てたら急にこっち向いてきたからペットボトル飲み

ながら顔を横に向けてしまった...  

これってスゲー不自然なのかね？相手からすると  

http://toro.2ch.net/test/read.cgi/pure/1359985393/ 

66 

 

 

もし、相手が好きな感情からの避けであれば、なにかしらのアクションがあるよ。  

なんもないなら、ごめん避け、嫌い避けだったてだけだ。  

http://echo.2ch.net/test/read.cgi/pure/1483628169/ 
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67 スタート直後、左右に避けながら進みます。スピードを出しすぎると曲がれないので、最小限の避けでなるべく早くまがりま

しょう。 

http://www.kouryakubo.com/gt6/careermode/InternationalA_sub02_coffee.html 

68 目下問題のブラックハート mk2 は残 3 で突入。僕にしてはかなりの避けで生き延び、なんと記念すべき事にあの小刻みワイン

ダーを（前半ボムりつつ）1回だけかわす事に成功！これはメンチパワーだよ！ 

http://highmagames.hatenablog.com/entry/2016/04/15/233000 

69 ハサミは「ある程度」自機を狙ってくる事から、最低限の避けで済ませて 極力ボスにショットを撃ちこみたいと思っていると

あっさり食らったりする。 

http://www.interq.or.jp/pacific/yasufumi/Game/cybattler.html 

70 ドクロマークは敵の攻撃の合図。その位置を見て、上か下の避けでかわせば、相手は空振って目を回す 

http://gamez.itmedia.co.jp/games/articles/0511/28/news058.html 

71 K自体の対で直で壁にぶつけられる技はないので基本は壁方向への避けでしょう。 

4Kをガードした場合は肘で全ての打撃に勝てます。 

http://silas10.jugem.jp/?eid=296 

72 これはその後方にシートロックのキャッチが有るための避けで、キットにはロック部品が無いので作り足して装着してから具

合を見ながら違和感の無い形に切り落としました。 

http://www.geocities.jp/yoshida_tms/newpage-cb400f-4.htm 

73 凹状態になってるのは、後方補器類に回す吸気ダクトの避けで、カウルのプラパーツ側に合わせて在りますので、実機のもの

とは正確には一致しません。 

http://blog.livedoor.jp/ussnimitz/archives/6942877.html 

74 出来上がったのがこんな感じです。 

パワーフィルターの避けでした！！ 

http://1919hipline.blog118.fc2.com/category0-22.html 

75 奥や手前への避けでかなりかわせるので、それをベースに近寄ってコンボと言うパターン 

http://d.hatena.ne.jp/navy_fia/200712 

76 プレーンな顔つきで一番すきです。左の後ろの下はマフラーの避けで外側に膨らませているのも、オリジナルの特徴です。  

http://lotuseuropa.blog13.fc2.com/blog-category-11.html 

77 真面目な立回りだけど 

左右真ん中の逆 CSをどこまで移動すれば回避出来るのかということを 

正しく理解できてない人が未だに多い 

最小限の避けで対応できるようになることと 

Altキーを使って移動すること 

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read_archive.cgi/game/30348/1398647436/ 

78 「避け」をされた？と思うとつらいですよね。 

一人になりたい避けは、一定期間続きます。 

お相手が思慮深い性格の人ですと 

長い期間かかることもあります。 

本当の避けの見極めは難しいものですが 

https://ameblo.jp/merumo112/entry-11497520926.html 

79 スズメの避けの対策に大阪市平野区で作業です 

http://benriya24.com/zirei/gaizyu/127 

80 それからはカレンの避けの練習をメインとし、俺が見ながら危なそうならフォローし、アリアは念のため俺の横に控えて、余

分な魔物はセリナとイーラが倒して回り、最後にマップを埋めるために全員で一周するという流れを 30階まで続けた。 

http://ncode.syosetu.com/n0616dj/51/ 

81 体が伸びるようになったら、基本の避けの練習をしっかり行います。 

実際に 2人組になって、蹴りと避けの練習を行います。 

http://capoeira.or.jp/lesson_m.php 

82 セグンダ、テルセーラエスキーバという 2つの基本の避けの型を使い相手との間合いを作る練習をします。 

http://www.capoeira-shonan.com/event/post-228/ 

83 アーチ橋友の会 

オリジナルの避けの鈴 

http://arch-bridge.sakura.ne.jp/senro.htm 

84 しゃがみから立ちへの移行モーションで食らい判定が不自然に拡大する現象の調整  

前転タイプの避けの無敵時間が４フレーム減少  

前転タイプの避けの硬直に(ハイ)カウンターを設定  

https://www47.atwiki.jp/pciel/pages/35.html 

85 他にもあかねの風舞いやペトラの避けのような攻撃判定を持たない技も不可能。 

https://www29.atwiki.jp/arcanaheart3/pages/152.html 

86 

 

避け 

神：う～ん、避けの後は状況に応じて弱鬼焼き・ガード・屑風・避け攻撃とを使い分けてくれるといいなあ。 

ロ：ここだけは個人の避けのセンスにかかってるからね。 

http://www.d7.dion.ne.jp/~r_ka/kof/kof3.html 

87 Rage は格闘ゲームでの避けのように、うまくやれば敵の近接攻撃を避けられる。 
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https://nomeu.net/619/ 

88 相手の攻撃をかわしつつ相手に一刀を見舞う技。 

 避けの代わりに使用する。まず通常の避けの判定を行い、避けに成功したら相手の攻撃の武器技能または敏捷とこの格闘動

作で即決勝負を行う。 

http://park18.wakwak.com/~rethe/cgi-

bin/FreeStyle/wiki.cgi?page=%A5%AB%A5%EB%A5%B7%A5%D5%A5%A1%A1%BC%A5%C9%A1%A6%CE%AE%C7%C9 

89 再生は Zテクスチャーと合わせての耐久や、分身の避けの期待。オタクサイクルに対してガンガン積めるので強かった。 

http://feo-tapipoke.hatenablog.com/ 

90 応変風靡での避けの練習やミットを使った攻撃の練習を念入りに行ってから、試合を行いました。今年の一年生は実戦も積極

的でセンスをすごく感じました！将来に期待！ 

http://hokkaidounivtaido.wixsite.com/taido-hokudai/single-

post/2016/08/04/%E5%AE%9F%E6%88%A6%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC 

91 照れ隠しの避けと嫌いで避けてるの見分ける方法ありますか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1385615503 

92 その男性の方が僕と全くタイプが一緒のような気がしてなりませんので回答させていただきます！ 

多分彼には好意があるための避けと思われます！ 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9157190.html 

93 初期サンプル製作：顧客の図面と指定材質から、メカニズム検討用模型を制作し、部品寸法、性能、組立性、公差と構造強度に

検討できます。量産用金型製造後の修正の避けと開発コストを下げるため、設計者に量産前の検証とテストいたします。 

http://www.greatpine.com.tw/jp/service.php 

94 そのため、精確な応力解析結果を得ることは、製品の使用疲労の避けと製品寿命の延長にとってキーポイントとなります。 

http://www.moldex3d.com/jp/products/solution-addons/stress 

95 普通の避けと同じで、タイミングずらして反撃とか投げに入れる。 

http://blog.livedoor.jp/for_honor/archives/128743.html 

96 特に中盤のウィンターソルジャーvsスティーブの近接戦は、ナイフの使い方とそれに対するスティーブの避けと受け流しは、

あのスピードの中であんな細かな対応が良くできるなというレベルでした。 

http://gekogekokawai.blog.fc2.com/blog-entry-14.html 

97 ただ、前への移動はオートなのでプレイヤーに求められるキャラ操作は左右への避けとジャンプくらいですし、照準合わせも

オート照準という救済策が取られています。 

http://yamanashirei.blog86.fc2.com/blog-entry-456.html 

98 避けは最初使って無かったです(^^;)知り合いのとの対戦で使うようになりました(空破弾と裂破弾対策)。CPU チ

ンの避けと対空ライン飛ばしは嫌だったなぁ (^^;) 

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=30139&id=40272291 

99 ラインがスウェーラインと呼ばれる物に変化し、相手の攻撃に合わせて避けると反撃しながら戻って来れるという、実質 KOF

の避けと似たような設計思想の物に変わっている。 

http://lovelove.rabi-en-rose.net/blog.php?n=325&resnum=2&sa=X&site=mobile&usg=AFQjCNEuvdBrkVG-MpoNAH2jFCLuE8l-Fg 

100 例 3:相手の避けに対して  

http://blog.livedoor.jp/acebreaker/archives/51916834.html 

101 相手の避けには投げ or回転打撃で攻撃！ 全回転打撃は避けられてもヒットするぞ！ 

http://www.virtuafighter.jp/vf5/ima_vf/html/menu07/PDF/vf5_instruction_vol2.pdf 

102 こちらは「打撃」なので、あいての避けに弱いので仕方ないです。 「投げ」にいったら暴れを食らってしまうので、これまた

しょうがない感じです。  

http://www.local-star.com/?p=2055 

103 発生 19フレなので側面ヒットになるのは+7からだけど+6でも腹側への避けに対して確定する。 

https://ameblo.jp/koryu-rau/entry-12248512800.html 

104 「イージススライダー」を装備していれば、津波を「イージススライダー」で避ける事が出来るので、左右の避けに自身の無

い人は「イージススライダー」をしましょう。 

http://www.sonicteam.com/secretrings/jp/2007/04/post_20.html 

105 自分は付いているタイプを使ってます、雨の避けにも成るし西日にも有効です。 

夏に帽子より涼しいですし。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14105925519 

106 後半より前半の通常が鬼畜だったり、セオリー完全無視の避けになったりと、普段とは全然変わった動きになってますね。 

フレーム間のすり抜け技術がなかったらクリアできなかったでしょう。 

http://www.nicovideo.jp/watch/sm18304130 

107 とにかくバトル開始時の避けに慣れない。集中線エフェクトを当てにしても 1 発は喰らってしまうので，最初の 3 発は避けに

集中しないと HPをかなり削られる 

https://pokemongo.gamewith.jp/questions/show/120930 

108 こ う す る こ と で ロ ッ ド か ら の 撃 ち 返 し が 当 た ら ず 、 波 状 弾 の 避 け に 集 中 で き る  

第 三 形 態 に 向 け て 石 を 温 存 す る た め 、 第 二 形 態 は 全 体 に バ リ ア 中 心 の 構 成 で い き 、 最 後 は 石

を 回 収 し て 〆 た い  

http://wikiwiki.jp/espg2/?%A3%B6%CC%CC 

109 右上と左上に交互に意識を向けるような感じで避けることになる。正直いっていい避け方がなく、割と気合での避けになるこ

とは覚悟しておこう。 



- 179 - 

http://extendead.web.fc2.com/iroiro/koumakyou/th_6hard4.html 

110 発動していたラナーを中断して必要最低限の避けに徹する蒼真。 

http://ncode.syosetu.com/n3889cr/29/ 

111 画面左下で待っていて青い弾を引きつけつつ序々に上に→避けきったらボスに接近して連打→ばら巻き弾を避けつつ画面左下

へ移動の繰り返しなのですが、ばら巻き弾の避けに信頼をおけない場合は、ボムを使ってしまっても良いでしょう。 

http://www.st.rim.or.jp/~shoda/tips/progia.html 

112 上下移動はほぼ封印。高速弾の避けに徹する。 

時間が経つごとに左右避けのペースを上げる。 

https://plaza.rakuten.co.jp/hakureinomiko/3003/ 

113 自分の避けに必死でとりあえずこれだけでした、もっと指示できる事あるかなぁ。。 

http://na.finalfantasyxiv.com/lodestone/character/1555090/blog/801767/ 

114 縦穴ではヘリ形態になる。この間は無敵のうえ撃つと激しく暴れるので、攻撃してはならない。ローターの避けに徹しつつ登

れ。 

http://www.ne.jp/asahi/hzk/kommander/conhck5.html 

115 全６回のザブのうち最後の１回だけはなぜか「左⇒右」への動きでしか避けられないため、はじめの１回を「右⇒

左」の避けから始めるのがやりやすいです。 

http://open.mixi.jp/user/8292006/diary/1935416339 

116 448448 で様子を見て、相手が下がったら二回目の避けから 66 でダッシュして詰めたり、逆に相手が詰めて来るようなら距離

も見て一回目 or二回目の避けの時にきちんと投げ抜けを入れるなど状況判断も含めた下がりの練習を。 

http://blog.livedoor.jp/acebreaker/archives/2006-11.html 

117 注意すべきは例えばアサシンの避けからの攻撃と違い、攻撃ボタンを押すとすぐに攻撃に移る点だ。 

http://for-honor.wikicks.com/?%E9%87%8E%E6%AD%A6%E5%A3%AB%20%E6%88%A6%E9%97%98%E6%8C%87%E5%8D%97 

118 デビルカズミの避けからのレーザーが反応出来ないわ  

極力浮かさずに倒せって事なんだろうけど 

https://krsw.2ch.net/test/read.cgi/ghard/1497605822/ 

119 通常の避けからの通常の反撃とはまるで違い 

ジャスト回避＆ガード（ギリギリまで引き付けた回避やガード） 

からの反撃までを特化させたスタイル 

基本技の一部を使えなくする代わりに避け反撃に特化させたス 

http://walpurgis.info/archives/5451 

120 あとは二人組でのコンパッソからの避けからのホレーなど。 

http://capoeiratempo.blog121.fc2.com/blog-entry-1677.html?sp 

121 もしくは、相手の避けからの打撃を避けて、確定を入れる。 

http://anoanoteikoku.jugem.jp/?month=201008 

122 レムエイトケイトだな、序盤はエイトの避けからのキルサイト狙いだったけど 

レム強すぎてレムだけでいいやってなったわ 

http://burusoku-vip.com/article/450833009.html 

123 全避けですが、避けて直ぐにシザークロス打っても次の念力の避けまでに間に合うんですね 

http://pokemongo-news.com/archives/46142 

124 無敵ブッパ読みの避けまで全て潰せて良好  

そこだ！は端ならガードして反撃してもいいが中央はきついかも   

https://www20.atwiki.jp/kof2002um/pages/636.html 

125 大型兵器 LLL から発射されるレーザーは二次ロックが甘く（二次ロックされていない？）近距離でも機動力があれば全避け余

裕（ミサイルの避けまでは分からなかった） 

http://blog.livedoor.jp/mohumohukun/ 

126 相手の避けや上段をうまく狙うようにしたいがまあ無理です。 

http://www.local-star.com/ 

127 もっとも、逃げてばかりでは戦いが長引いて不利になるので、最小限の動きで避けて撃ち込み続けることを考えればドット単

位の避けや切り返し*4も必要になります。  

http://d.hatena.ne.jp/Metal_Hawk01/touch/ 

128 配管の避けや使用場所の形に合うような切り欠き加工が可能。 

角部は同じ生地で補強します。 

http://www.bini-kate.com/product04/product04_4 

129 回転系なので相手の避けや受身に重ねていくのも有効。 

http://www4.synapse.ne.jp/mikan/sarah%20kihon.htm 

130 スティックミットは相手の素早いパンチやキックの避けやガードの練習にはちょうど良い。 

https://medium.com/%E9%9A%86%E4%B9%8B%E4%BB%8B%E3%81%AE%E6%97%A5%E8%A8%98/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%B3%E

3%82%B0%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%9F%E8%A9%B1-7df646c59047 

131 ちなみに、敵技の避けや跳ね返し、逸らしも知らない模様。 

http://gcfancite.blog.fc2.com/blog-entry-23.html 

132 ただし、防衛時にはあまり役に立たないことと侵略時であっても相手の避けや先制を警戒しなくてはいけない点には注意しよ

う。  

https://www29.atwiki.jp/avalononline-wiki/pages/498.html 
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133 スポーツチャンバラの避けやフェイントなど攻防の面白さを、時々入るスローモーションを交えて見れる。 

http://ssmiyagi.com/report/supotyan.php?genre=supotyan 

134 相手の避けや（フレームの数値でこちらが早い場合）打撃にも勝てます 

http://vf5fsbeginner.blog.fc2.com/blog-entry-43.html 

135 速度は遅めなので、東方シリーズお馴染みの避けやスペルカードを使って、しっかりと見極めていきましょう。 

http://gekikarareview.com/review_stg/stg_toukou013.html 

136 

 

ダッシュからの避けや攻撃は基本にしてゲーム攻略の最大のカギといってよい。ゲーム序盤で自分のものにしてしまおう 

http://news.mynavi.jp/articles/2013/02/01/extp/ 

137 画質がよくないのでドット単位の避けや微調整が難しいです。 

http://rgbcharmer.kt.fc2.com/ng-gasitsu.htm 

138 爪忍との立ち回りを頑張って覚える。 

クビキリ投げ後の無敵時間を上手く利用。飛び跳ねず、裏風での避けや捌きを狙う。  

http://otakesansan.blog119.fc2.com/blog-entry-465.html 

139 （何の脈絡もなく）それで今日の練習ですが、 

コンパッソの体勢からの避けや、アルマーダ蹴りあいなんかをやりました。 

最近常々痛感しますが 

http://capoeiratempo.blog121.fc2.com/blog-date-201002.html 

140 

 

泥使っててレイド中技 2避けたり再突入しようとするとフリーズするのが耐えられないので iphoneを買いたい  

秋になれば iphone7も安くなるとは思うがこの夏が旬なはずなので 7は諦めて 6sを考えているのだが  

6s(16GB)だといレイド中の避けや全滅後の回復・再突入も何事も無くできるの？ 

http://tarte.2ch.sc/test/read.cgi/pokego/1500700312/ 

141 本ゲームの中核を構成するシステム。レバーとスウェーボタンを組み合わせて使用し、「立ち」と「しゃがみ」の避けを使い分

ける。 

http://kakuge.info/d/t/gof1.htm 

142 音楽に合わせ動き、華麗な蹴りや避けを使ったアクロバティックなゲーム性のある、格闘技とダンスの要素を持ったブラジル

の伝統芸能です。老若男女問わず、楽しみながら全身を動かすことができます。  

http://reversal-change.com/class.php 

143 悪い点の解説 

・反射神経ゲー 

序盤はただ殴っているだけでも敵は当たってくれるが 

中盤をぐらいからガードもしくは避けをキッチリ行ってくる。 

http://blog.goo.ne.jp/higejin/e/0bd5096a345946be348a94f5038910e2 

144 相手のパンチを無効にするような避けを観ます。単に手数をなくし、逃げ回っていてもポイントはつきません。 

http://www.collavier.com/ja/ps_boxersroad/battle.html 

145 押された時の受けが悪い。まだ前後移動でしか動けないのでラッシュに弱い。 

相手の蹴り順を意識した避けを覚えないと。パンチ同様に蹴りの見極めをもっと出来ないと。 

http://www.zephyr.dti.ne.jp/~nonon/U-file2.html 

146 

 

ブース会場では 4 名のオンライン対戦が可能な試遊台が用意されており、人間同士の対戦になるとブロックや避けを巧みに使

いわけるので結構白熱してしまう。開発状況は 30%。 

http://gamez.itmedia.co.jp/games/articles/0505/22/news005.html 

147 また「土蜘蛛(66P+G)」は相手の避けを潰す選択肢として非常にリターンの大きい選択肢である。 

http://vf5fsbeginner.blog.fc2.com/blog-entry-5.html 

148 アイテムを駆使したり、最終的には受けや避けを、緻密に行って闘う必要がある。 

http://masyamhome555.ninja-x.jp/taisho/2013/2013.html 

149 みんなで基本の避けをやってみます 

http://casa14.pokebras.jp/c117_2.html 
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29．「刺さり」に関する用例 

番号 用例 

１ 刺さりを良くしてもっとおいしく吸う方法！  

http://chimanta.net/iqos-suikata/ 

2 刺さりをよくするために、カエシをつけていないのが特徴だ。 

https://books.google.com.vn/books?id=74RsZg7pkEQC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=%22%E5%88%BA%E3%81%95%E3%82%8A%E3%82%92%

E2%80%9D&source=bl&ots=g0BxtImVws&sig=A7r5mv8hQkhNo9QI-IK-

TfWdMlM&hl=ja&sa=X&ved=0ahUKEwi1l9HfqtPUAhUBy7wKHXjXDHU4ChDoAQgjMAE#v=onepage&q=%22%E5%88%BA%E3%81%95%E3%82%8A%E

3%82%92%E2%80%9D&f=false 

3 針の刺さりを良くする為に、①針自体を細くする。②針先の先端角度を小さく、抵抗を少なくする。この 2点が考えられます。 

http://www.morigen.co.jp/2dan2.html 

4 前後補助ガイドの採用でいもの落ち込みや刺さりを抑えます。 

http://www.agri-style.com/product_guide/detail.php?id=152 

5 ナノスムースコートにより刺さりを高めたアユ用掛けバリ「T1迅」と「T1セツナ」 

http://tsuri-kahoku.jp/howto/2017/03/155668.html 

6 アイコス ヒートスティックの刺さりをよくする簡単な方法。 

http://my-

chanel.com/2017/06/06/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E5%88%BA%E3%81%95%E3%82%8A%E3%82%92%E3%82%88

%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AA%E6%96%B9%E6%B3%95-%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%92%EF%BC%91/ 

7 膜厚を抑えたフッ素フィニッシュを施し、滑らかな刺さりを追求！ • 吸い込みやすく、エサをホールドしやすい形状。 

http://fishing.shimano.co.jp/product/series/stephano/product/gear/index.html 

8 実績から信頼を得た高強度フラッシャー付きアシストフック 

ライトショアジギングで狙うことができるターゲットを網羅する純正フラッシャーアシストフックです。高強度ワイヤーは強

引なファイトが必要なシーンにも、安心というアドバンテージをもたらします。防錆処理を施したフックは鋭い刺さりを長時

間維持。 

http://www.palms.co.jp/lure/zetz/smelt-flasher-assist-hook/ 

9 のガムテープの部分に針をかけて刺さりをチェックします。 

http://jigging-soul.com/6409 

10 鈍角なポイントで失う刺さりの良さは、フックが刺さる時の滑りを良くする特殊表面コーティング<TCコート>を施し、刺さり

をカバーするという全く新しい発想で欠点を克服。 

http://www.ryugi.jp/product/hook/HTC035.html 

11 高音域の再生を担うツィータ部にセラミックを採用しつつも、耳への刺さりを抑制した構造により引き締まった高音と迫力の

ある低音を両立し、アンダー5000円イヤホンの中でも大人気を博しています。 

http://www.e-earphone.jp/blog/?p=86407 

12 クワセシリーズ：ハリ先の鋭さ・刺さりを追求したクワセ専用シリーズ 

http://www.daiwa.com/jp/fishing/item/terminal_tackle/hera_te/d_he_p_multi/index.html 

13 ワイヤー径が細い商品を選択する理由 

・ショートバイトが多く、とにかく刺さりを優先させたい 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/fsq-r/top/top_kaisetu-jig.html 

14 ナノスムースコートについて簡単に説明させて頂くと、フッ素コートの一つで、鈎が魚に刺さりこむ抵抗（摩擦）を減少させ

て刺さりを良くする技術です。 

http://sas-sagamiya.com/merchandise/recommend/15433/ 

15 また、ファインワイヤー採用により、抜群の刺さりを実現し、ラインブレイクを恐れず確実なフッキングが行え

ます。 

http://www.varivas.co.jp/Product/searchgroup/id:3177 

16 究極の刺さりを追求！唯一無二な鋭い針先！ 

http://ajing1.com/2016/05/07/%E3%80%90%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%95%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E

3%80%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%95%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91/ 

17 鋭いポイントは氷への刺さりを良くします。幅の広い 2 本のフロントポイントにより、雪上歩行からバリエーションルートま

で幅広く使用可能です。 

http://www.alteria.co.jp/sport/%E3%83%90%E3%82%B5%E3%83%83%E3%82%AF/ 

18 乗りと刺さりを両立したストレートフック 

http://www.takamiya.co.jp/ebase/product4996774358132.html 

19 S・Mは速掛け対応のオープンゲイプ、SSは小さなアタリに対し刺さりをフォローする針先ネムリ使用 

http://tict-net.com/product/azisuta.html 

20 さらに刺さりを最重要視したフック設定で、激戦区の超ショートバイトさえもフッキングに持ち込む特化型設定です。 

http://www.pazdesign.co.jp/product_r/list_02.php?i_id=663 

21 特殊フィルターにより、高域の刺さりを抑制。 

https://www.amazon.co.jp/OSTRY-%E9%AB%98%E5%9F%9F%E5%88%BA%E3%81%95%E3%82%8A%E6%8A%91%E5%88%B6%E8%AA%BF%E9%9F%B3

%E7%94%A8%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9-

SML%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-%E5%90%842%E5%80%8B%E5%85%A5%E3%82%8A-SO300/dp/B01DLHNFH8 

22 そしてこの魚のジゴクと呼ばれる上唇の横側には「刺牙グレ」４号が貫通しており、圧巻の刺さりを具現
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化。  

http://www.turitalo.jp/viewkiji.php?mode=viewkiji02shousai&id=10008 

23 ショートバイトが多く、とにかく刺さりを優先させたい 

ルアーをゆっくり沈めたいので軽い針を使いたい。 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/fsq-r/top/top_kaisetu-hook.html 

24 そんなナマズ達には色気で誘き出し甘噛みバイトも抜群の刺さりを実現しているヴァンフックの DW-41BL フッ素ブラック＃１

を、ベリーとテールの２ヵ所に標準装備。 

http://daysprout-fishing.jp/page2/jeaffrey/ 

25 ハードダーツ専用ダーツの刺さりを良くする 

http://item.rakuten.co.jp/dartsroots/508000034/ 

26 もちろん「オーバー4」同様に、安定姿勢でロングキャストを可能にするキャスティングフィンを採用し、ウィードやソフトボ

トムへの刺さりを低減するノンスタックビル仕様。 

http://www.nories.com/bass/hardbaits/shot_over/shot_over_5.html 

27 全 長をシ ョート 化する ことに より、 心地の 良い 刺 さ りを 実 現 。   

http://l-style.info/lippoint/shortlip.html 

28 文頭でも触れたように、このフックは貫通性に優れたフッ素コーティングを採用することにより、スッと懐まで刺さるスムー

ズさを実現。さらに、初期段階の刺さりをより向上させるため、ストレートポイント設計＆スモールバーブ仕様になっている。 

http://www.lurenewsr.com/2017/04/20/11146/ 

29 『刺牙ポイント』 より鋭いハリ先を実現するため通常のメッキ処理でなく、特殊加工を施すことで更なる刺さりを実現。 圧

巻の刺さり!刺牙グレ ブチ抜き貫通「刺牙ポイント」 

http://www.owner.co.jp/product/detail.php?no=16547 

30 潜行深度はおよそ 1m。潜り過ぎない設定により、かけ上がりでの不用意な刺さりを抑えつつ、ノーマルミノーより広いレンジ

トレースを可能とします。  

http://duo-inc.co.jp/saltwater/beach-walker/beach-walker-120md/ 

31 刺さりを徹底的に追求したスプーンフック「SP-11BL」を更にチューンナップしたフックが登場です。 

http://www.vanfook.co.jp/products/area_trout_hook/sp-11zero/ 

32 刺さりをトコトン追求するために初期刺さりのいいストレートポイントを採用し、さらに貫通性能を向上させ

るためにフッ素コーティングに加えてバーブを極限まで小さくしている  

https://basser.tsuribito.co.jp/archive/fshow-yokohama2017-fina 

33 ナチュラルベント幅広設計・・・フトコロが広く美しい自然な曲線が強度と刺さりを保証します 

http://www.gt-fisherman.co.jp/goodshook.htm 

34 刺さりと強度を求めるべく、ハイパーカーボンを使用し鮎針と同様の刺さりを実現しました。強靭な刺さりを誇る針先は 4 キ

ロを超えるような、モンスターの厚いボディも簡単に貫く事が可能です。 

http://uoya-dw.com/?p=88 

35 鈎先を鋭利にすることにより、刺さりを良くする。これは魚の口に対しては勿論のこと、アカムシを餌に使う場合、その刺さ

りを良くすることによって、アカムシの中身を出にくくする事もその目的の一つです。 

http://www.os.rim.or.jp/~mitsuru/turitengu/tanago/hari_kakou/harinoakkou.htm 

36 最もキャスティングで使用されることの多い、28g 前後のミドルサイズのメタルジグのために開発したアシストフック。フッ

クは強度と刺さりを両立した伊勢尼針を採用。スナップ標準装備しているためジグへの装着もイージーです。 

http://www.yamaria.co.jp/maria/product/detail/20 

37 刺さりを重視したシャンクとフックポイントの角度を水平にすることにより、じゃれつくようなアタリもしっかりとフックア

ップ。 

http://www.harimitsu.co.jp/002product-shop/parts_item/BS-472.html 

38 ラインは強度を考えたシーハンター8号を使用しています。フックは刺さりを重視した超細軸のセブン船長仕様 

http://sevenslide.jp/products/sevenslide/ 

39 そしてモレリアＮＥＯⅡがデビューして以来、購入いただいた方から大好評なのが「グリップが増したスタッドソール」！ 

ＮＥＯⅡでは前モデルにあったスタッド根元の段差を無くし、グラウンドへのスタッドの刺さりを追求したことにより、 

特に天然芝でのプレー時により優れたグリップを可能にしました。 

http://www.sportsnishihiro.com/new/2016-11-21-183705.html 

40 究極の刺さりを追求したトレブルフックです。 

http://www.johshuya.co.jp/shop/detail.php?s=117&no=34348 

41 全体的に明瞭でスッキリとした綺麗な高音域を鳴らしてくれ、ドラムのハイハット音がとても鮮やかなシャリシャリと小気味

の良い音で鳴ってくれるのだが、鉄琴のような突き抜けるような伸びのある音を鳴らす楽器では高いところの音域で少し刺さ

りを感じてしまう。 

http://blog.livedoor.jp/headphone_metal/ 

42 また、ジャックアッパーの 鋭く刺さるフッキング性能を継承。メバルをはじめとする ライトゲームにおいても、「刺さりを優

先する」場合はその 能力を発揮します。 

https://www.arukazik.com/jackupperhv 

43 EN700BASSの目指すサウンドは、バランスのとれた温かみのある明るいサウンドです。チューニングは聞きやすさと解像度のバ

ランスを重視した上で仕上げた為、高域の刺さりを控えめに、力強くかつ心地よい良い低域もしっかり鳴らせるように仕上げ

ました。 

http://ic-connect.net/%E8%A3%BD%E5%93%81%E7%B4%B9%E4%BB%8B/simgot/en700bass/ 

44 アックスの刺さりを確認します。  
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http://www.kojitusanso.jp/tozan-report/detail/?fm=2583 

45 最新技術による 3D－2面カットの扁平鈎先は、驚異の最異の最細、最強先端。低加重でもバツグンの刺さりを可能にした。 

http://crucian.jp/item/itemgenre/hook 

46 最近は喰い渋りに対応し、オキアミ色や半スレ・鈎先を刺さり易い加工したもの等私は細～太軸の上記の針を使い分けしてい

る 針刺さりを重視して、針先はヤスリで研いで刺さりを鋭くしている 

http://gure-tinu-hitori.sakura.ne.jp/hari_sasie.htm 

47 また FFシリーズとして、吉田の方からある程度ポリゴンの刺さりを許容していいのでパーツを増やすようオーダーを出してい

ますが、それでもこれ以上はクオリティ的に許容できないというものに関しては、髪がよけるよう調整したり、髪のどの部分

が装備に刺さっても許容できるかギリギリのラインを保てるよう細かく調整を行っています。 

http://forum.square-

enix.com/ffxiv/threads/188229-%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%98%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%99%82%E3%80%81%

E9%AB%AA%E3%81%8C%E8%A5%9F%E3%82%84%E6%AD%A6%E5%99%A8%E3%82%92%E8%B2%AB%E9%80%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%95%E6%A

7%98 

48 中カルティバ、ゲイブが広くシャンクが短い。針先に加工あり。強度を増す為か刺さりを良くする為か？サイズ２ 

http://nankakitakamo.blog.fc2.com/blog-entry-145.html 

49 フィールドが障害物の全く無いサーフなどでは刺さりを重視して一段細身にすると有利になる場合があるはずです。  

http://www.tacklehouse.co.jp/ktenlab/index.php?e=353 

50 そして、貫通性能が向上する、フッ素コーティング加工を施し、究極の刺さりを実現しています。 

http://www.hayabusa.co.jp/cgi-bin/pickup/index.cgi?mode=preview&select=130423085904 

51 たぶん、このワームキーパーにもコンセプトがあるんだと思う。 

刺さりを良くするためにワームがズレやすくなっているとか、そんな感じかな！？ 

http://bigbass-kouryaku.net/post-2527 

52 ブルー(ブリ用) 刺さりを重視し、カーブポイント＆ヒネリの入ったがまかつ社ソイ針 24号を使用。 

http://www.bun2.jp/category/7_1101_2106.html 

53 素材にはケプラーを使用し、強度と刺さりを追求した段差フックです。 

大物を視野に入れたフックは大きくなりスレ掛が多くなります。 

http://nokki.cart.fc2.com/ca7/54/ 

54 セラミック層がブレーキダストの刺さりを防ぐ！  

http://www.garagecarpoint.com/who.htm 

55 なので、自分で針を研いで、刺さりを良くしたいのですが、なかなか新品同様みたいに針先が鋭くなりません。 

http://www.depsweb.co.jp/dpm/imode/blog/2013/08/008.html 

56 この手順を行うだけで、ヒートスティックの刺さりが劇的に良くなります。どうして刺さりが良くなるのか？ 

http://no-sense-my-life.com/2016/07/06/iqos_stick_sasikata/ 

57 

 

段々刺さりが悪くなるのでマメにクリーニングした方が良いですよ。 

http://chimanta.net/iqos-suikata/ 

58 

 

味ムラの対処法は刺さりが良くなる「アイドリング法」で落ち着きました！ 

http://chimanta.net/iqos-idling/ 

59 葉っぱの詰まってる先を指の腹で優しく挟んで次は少し楕円になったのを戻す位の強さで挟んであげると何もしなかった時よ

り刺さりが良い気がします。 

http://hirogale.com/iqos-report-2-201 

60 軽く刺さるのは刺さりが甘いのか吸うと非常に軽いです。蒸気もほとんど出ません。 

http://jyugeru-09.com/iqos_heatstick_oishiku/ 

61 アイコス用タバコの刺さりが悪かったからブレード掃除してたら折れた…orz さ、中々刺さらずにフィルターがシワシ

ワになったんが悪いんや orz 

https://twitter.com/yukipyu/status/845739884077727744 

62 「サ行の刺さりが強く感じ、困っています。これは仕様なのか、はたまた個体差・不良なのか、解決方法はないのかを質問さ

せていただきます。」 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000048656/SortID=19401751/ 

63 フックの刺さりが違う!?「ピンピンのフックと鈍ったフック」を実験で比較してみた。 

https://jigging-soul.com/6409 

64 釣り針の刺さりが悪くなったら、交換しますか？砥ぎますか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13156926628 

65 最近ヒートスティッの刺さりが酷くなってきました。 

付属のブラシや綿棒で定期的にホルダーの掃除をしていましたが、どうにも治らないのです。新品当初の「サク」っていう感

覚はもはや皆無でした。 

http://www.oimako.com/entry/2017/04/28/161846 

66 刺さりが違ってました。YAIBAさん。 

http://www.yaiba-x.com/userreport/2837 

67 ピンの刺さりが柔らかなインシュレーションボードを採用しています。  

http://www.sugita-ace.co.jp/products/news/category21/entry1375.html 

68 【ひねくれグレ】は鈎先が鋭いので、とても刺さりが良い。これはエサ取りだらけの時なんかに実験すると、すぐに実感出来

る。 

http://www.mejina.com/fishing/labo/laboroom/hari8.html  
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69 刺さりがよく、吸い込んだ時にしっかりとアタリが出る鈎。 

http://fishing.shimano.co.jp/product/series/stephano/product/gear/index.html 

70 

 

音質に関しては大満足です。高音の刺さりが苦手なので BA 型には少し敬遠しがちでしたがこのイヤホンは高音の刺さりがな

く、中低域を心地よく鳴らしてくれます。 

http://final-audio-design-directshop.com/fs/final/FI-HE4B-OUTLET 

71 刺さりが良いので、女性や初心者などの少ない力でも釣果をあげることができ、釣りの楽しさを万人に広げていくことに、大

いに役立っている。 

http://www.daiwa.com/jp/fishing/column/technology/contents/1188533_4201.html 

72 つまり、針先は細軸になると先端角度も同時に小さくなり、格段に刺さりが良くなります。 

http://www.morigen.co.jp/2dan2.html 

73 ただ、掛かりが良く貫通性能が高いということは、人間の手などへも刺さりが良いということ。フック交換やバス

の口からフックを外す際など、フックの取り扱いには十分に注意していただきたい。 

http://heat-hayabusa.com/2017/07/27/new-product-talk-25/ 

74 とても刺さりが良く使いやすいです。 

しかし針が弱いようでショゴやシーバス等がかかるとアッサリと針を伸ばされます… 

そこだけが残念！ 

https://www.amazon.co.jp/OWNER-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC-%E3%82%

AB%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%90-%E3%83%A1%E3%83%90%E3%83%AB%E5%BC%BE%E4%B8%B8-JH-83/dp/B00XKMIENK 

75 鋭さをなくしたフックは、木に刺そうとしても上手く刺さらなかったり、刺さりが浅くなったりします。 

http://www.agriz.net/chainsaw/lcontents_3/mcontents_33/scontents_331/contents138.html 

76 サイコロヘッドを発売以降、使い易く刺さりが良いとの声を多くのお客様に頂き、作り手として非常にありがたい言葉に感謝

しております。ありがとうございます。 

https://clearbluejp.com/jighead-story/saikorohead_soku 

77 刺さりが足りないなどございましたら、ウェイトホルダにウェイトを装着しご利用ください。  

http://hokkai-koki.sakura.ne.jp/productslate/ksdm03/ 

78 ダイアモンドの刺さりが心配される軟らかい材料にはダイアモンドペーストを推奨。 

https://www.buehler.jp/diamond-suspensions-and-paste.php 

79 コルクシートをトドマツ合板にラミネートしたコルク合板  

画びょうの刺さりが良く、重量が軽い 

http://www.marutama-ind.com/pdf/corkboard.pdf 

80 鍵の刺さりが悪くなったときホーマック等で鍵穴のクスリⅡという商品が 700円位で売ってます！ 

鍵穴にスプレーして２、３回抜き差しすればあっという間に鍵の刺さりが滑らかになります^^ 

http://freestyleoj.blog.fc2.com/blog-entry-52.html 

81 BAイヤホンで低域の音圧を稼ごうとすると、広域側の出力も高くなり、刺さりやすくなりがちでした。 

この SE846は刺さりが一切無いと言っても過言ではありません。 

http://www.e-earphone.jp/premium-class-earphone 

82 

 

Fit Pointの材質・設計・生産仕様を全て見直すことでさまざまな状況でも刺さりがよく抜けずらいポイントが完成しました。

COSMO DARTSの技術とノウハウが生み出したマスターピースです。 

http://www.fitflight.jp/tips-brand/fit_point_plus/ 

83 ショートシャンクで刺さりが早いタチウオ専用サクサス仕様アシストフック。 

http://www.point-i.jp/index.php?id=yatsushiro-

event&tx_ttnews[tt_news]=375166&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=cbf1631aff 

84 氷割り機 アイスピッケル用換え針(替えピン)(2本セット) 

氷への刺さりが悪くなったらお取替えです！ 

https://item.rakuten.co.jp/pro-nakashin/c/0000000459/ 

85 刃が湾曲しているので土への刺さりがバツグン。根の深い草もカンタンに取れる！ 

http://kusatori.com/index.php/product/kagikama/ 

86 ワイヤー径が太いと刺さりが悪くバレやすい。 

https://www.rakuten.ne.jp/gold/fsq-r/top/top_kaisetu-hook.html 

87 あと雑魚を全て倒すと、すぐに刺さりが解除されるようになったよ！ 

http://karaagesyasann.wiki.fc2.com/wiki/%E3%81%86%E3%81%94%E3%82%81%E3%81%8F%E5%9F%8E 

88 ２０１３年にフルモデルチェンジしたペツルのアイススクリュー、LASER SPEED LIGHT（レーザースピードライト）、LASER SPEED

レーザースピード）の刺さりが凄いらしい。 

http://trekking007.com/tozangoods/2014/12/post-44.html 

89 マニアックスえじりです☆ 今日は昨日よりムシムシしましたね(^^; そんな本日はこちら！！ RADRABBIT！ 刺さりが抜群の

RYUGI フックが標準装備♪      

http://www.maniacs1091.jp/blog/category/%E5%85%A5%E8%8D%B7%E6%83%85%E5%A0%B1/%E3%83%90%E3%82%B9/ 

90 パックが浮き上がった状態でホルダーをセットすると、ニードル（針）の刺さりが浅くなり水が漏れてしまう場

合があります。 

https://www.frecious.jp/faq/trouble/a7.php 

91 タバコスティックの刺さりが悪くなったので、朝忙しい時だったけど清掃〜！ 

やっぱり結構汚れていました。 

http://iqos2017.hatenablog.com/entry/2017/04/26/091300 
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92 アイコスの味ムラはヒートスティックの刺さりで大きく左右されます。 

http://chimanta.net/iqos-idling/ 

93 抜群の刺さりでメバルゲーム！！ 

http://www.blog.luxxe.jp/staff/2017/03/post_1497.html 

94 刺さりであるとか敏感な要素を持たれているなら 

まずは色々聞いて気に入ったものを見つけてからバランス化は考えられたら良いと思います。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000698868/SortID=18716511/ 

95 ・コーラーがいない自己申告であることの注意。 

（見えない時にオーキーを越える。微妙な刺さりで相手に確認など） 

http://www.tokyo-darts.org/poff/FirstGameManual.txt 

96 とにかく良く刺さる!4BAのような刺さりが好きな人には本当におススメ。 

刺さった時にダーツが揺れない。これは投げてて、とても気持ち良いですよ! 

ボードを貫くかのような刺さりで、まさに爽快。 

http://www.tito-shop.com/products/detail1375.html 

97 まるで粘土のような刺さりで気分爽快！音も静か。 

得点エリアを明確にし、さらに麻を長持ちさせる為スパイダーを採用しています 

http://ironaa.com/dart7/e-bord.htm 

98 カレイハリは各メーカー一押しのハリが出回っておりどれにするか迷うかと思いますが、当店では現在Ｍ社の二段尖頭超人カ

レイをお薦めします、抜群の刺さりで微妙なアタリでも刺さっています。 

http://www.turi2001.com/20karei1.html 

99 オモリは固定式で細かいアタリも感じやすく、針も抜群の刺さりでバラシ激減！ 

http://www.maricom.jp/blog/index.php?c=2-7&page=9&PHPSESSID=g36v9eugtqomppiod0l1mhvf75 

100 「ナノアマゴ 5 号」、「ハイパー渓流 4 号」いずれもスレている魚にもしっかりした鈎立ちとスムースな刺さりでキャッチ率は

100％と鈎の性能にも納得いくものを感じて納竿した。 

https://event.gamakatsu.co.jp/report/tansui/2015/06/2015-5-31-110000-1433254199-aeaeca-aaecaeccaa.html 

101 こちらもナノスムースコーティングされた摩擦ゼロ感覚の刺さりで食い渋るマダイでも見事にフッキングしました。 

http://tobi-niigata.cocolog-nifty.com/blog/2016/05/post-cf0e.html 

102 上がってきたのは口太グレ 38㎝で口の皮 1枚の刺さりで感度抜群。 

http://www.yaiba-x.com/fieldstaff/8599 

103 抜群の刺さりでばらしが減る、自慢のタコテンヤをよろしくお願いします。 

https://ameblo.jp/yaenika/entry-12173953762.html 

104 私はボーカルが好みで特に女性ボーカルの表現力、艶やかさ、他にも解像度を重視しています。 

…しかし、その割にはサ行の刺さりに弱く、サ行のきついソースではいつも身構えてしまいます(^^;) 

そこでイヤホン、ヘッドホン両方に関して質問させて戴きます。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12885180/ 

105 

 

軽快で明るいが、シャープすぎるところがあり、サ行の刺さりには注意。 

http://www.ear-phone-

review.com/entry/2017/04/29/%E3%80%90aptX%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%A

4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3_COULAX_CX06_%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%80%91%E7%B4%94%E3%82%B7%E3%83%A

3 

106 針先の違はどのくらい刺さりに影響するのでしょうか!? 実験で確かめてみました。 

https://jigging-soul.com/6409 

107 乗りに差が付くコンパクトボディー(従来比約 5%ショート化)。刺さりにこだわった SaqSas段差カンナ。 

http://www.daiwa.com/jp/fishing/item/lure/salt_le/emeraldas_im_sutte/index.html 

108 刺さりに定評があるリューギのフック。 

https://ameblo.jp/nolimitevo/entry-12296842369.html 

109 両名とも、サクサスフックの刺さりには、満足を通り越して呆れ顔。 

http://www.daiwa-kohga.com/column.html 

110 192Kbps 以上ですと聴覚上はニュアンス的な変化ですからはっきりと知覚出来る刺さりの成分に関しては wav と殆ど変わりな

いと考えて良いかと思います。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20930603/ 

111 調べているととても刺さりの良いフックのようで、キムケンさんがかなり拘ったとか？ 

http://jumping-tomato-lures.com/?p=2690 

112 針先の耐久性と刺さりのバランスを考えると 

若干、針先にネムリの入った普通のチヌ針が良いように思います 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1022018840 

113 鈍角なポイントで失う刺さりの良さは、フックが刺さる時の滑りを良くする特殊表面コーティング<TCコート>を施し、刺さり

をカバーするという全く新しい発想で欠点を克服。 

http://www.ryugi.jp/product/hook/HTC035.html 

114 このほど FINA ブランドより登場するフックは、釣り鈎において最も重要な性能といえる、「刺さりのよさ」にとり

わけコダワった２アイテム。 

http://heat-hayabusa.com/2017/07/27/new-product-talk-25/ 

115 刺さりの良い TCフッ素コートシリーズ新商品「カン付ソイ」 
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http://tsuri-kahoku.jp/howto/2017/03/156122.html 

116 刺さりの良さとバラシにくさを考えた針立数と線径。 

http://www.yamaria.co.jp/yamashita/product/detail/479 

117 カウンターでフックセットしないスロージギングだからこそ求められる刺さりの良さと、対大型魚に対する強度を両立しまし

た。スローブラットキャストシリーズにジャストサイズのアシストラインレングスをカスタムメイクすることで、強靭な顎を

貫き、ビッグターゲットとのファイトに求められる耐久性を追求しました。 

http://www.palms.co.jp/lure/zetz/slow-blatt-cast-heavy-assist-hook/ 

118 マンティスフック・ナノは、Gamakatsu社のナノスムース加工を施し、フッキング時の摩擦抵抗を極限まで減らさせ、刺さりの

良さを追求したマンティスフックのスペシャルバージョンです。 

http://www.ivyline.jp/hook-ivyline.html 

119 ・テフロン加工により、驚異的な刺さりの良さを実現。 

・刺さりの良さ＝バレ易さ となります（バーブレスのため）。 

http://www.greendiamond.jp/contents_folder/product_folder/hook_folder/product_hook.html 

120 「刺さりの悪いフック」や「毛羽立ったアシストライン」 

傷んだ部分だけを交換できるアシストフックの作り方をご紹介します！ 

https://www.facebook.com/jigging.soul/posts/1779574565637029 

121 トラウト用のフック『TR-25・TR-26』が 

より刺さりのよいナノ・スムース・コートになって登場！！ 

http://www.point-i.jp/index.php?id=nobeoka-event&tx_ttnews[tt_news]=369069&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=b8a3e38f0a 

122  刺さりの良いピック形状 

 先端を 3 mm まで細くしたのこぎり歯状のピック 

http://www.alteria.co.jp/sport/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88

%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89/ 

123 [刺さりのアシストフック] 細軸はパワー不要でカンヌキを貫通する!! ASSIST HOOK(メロン屋工房) 

http://news.saty-harada.com/?eid=1098023 

124 特注オリジナルフック（C-4 ジグ 2.7ｇと同タイプ）は刺さりの良さと強度のバランスに優れ、オープンウォーターはもちろ

ん、カバー周りでのやりとりにも不安の少ないサイズ＆線径。 

http://www.evergreen-fishing.com/goods_list/Gizmo_18815001_1.html 

125 フォール時での刺さりの良さ、獲物のホールド性、 そしてバレにくさにこだわった純国産フックを使用し、リアアシスト専用

として開発!! 

http://d-claw.jp/hook_assistrear.html 

126 マンティスフック・ナノは、Gamakatsu社のナノスムース加工を施し、フッキング時の摩擦抵抗を極限まで減らさせ、刺さりの

良さを追求したマンティスフックのスペシャルバージョンです。 

http://www.ivyline.jp/hook-ivyline.html 

127 とくに浅場のクロメバルではハリスは細くし、ハリなども刺さりのいいヤマメバリなどを使う。 

http://www.globeride.jp/pictorial/data/index.php?eid=00066 

128 数十種類の中から何度も厳選して選び出した最高に刺さりのよい素材をチョイスし、滑りやすく、耐久性

の強いプラスチックを使用。  

http://www.condor.jp/tip/ 

129 刺さりの緩いヒートスティックの対策 

http://jyugeru-09.com/heatstick_iqos/ 

130 マルチシリーズ：刺さりの良さと強度を追求したオールラウンドタイプ 

http://www.daiwa.com/jp/fishing/item/terminal_tackle/hera_te/d_he_p_multi/index.html 

131 バンドリマンダと相性がいいポケモンを並べて置いて裏のバンギランドやルカリオ、後は自由枠+クレセみたいなエース構築も

できて非常に厄介。 

ということでまず軸となりそうなバンドリマンダの刺さりから。 

砂だけで見るとだがバンドリはローブシン、バンドリマンダはミトムヤドランで一応処理できる。 

http://saibard373.hatenablog.com/entry/2016/12/31/192559 

132 切粉の刺さりまで防止したい場合はケーブルコンジット(フレキシブル電線管)でホースを覆う必要があると思います。 

https://zh.nc-net.com/knowledge/morilog/detail/41976/ 

133 当時の橋本選手といえばこのセッティングです。Phil Taylor 選手に憧れ投げ方から刺さりまで真似ていたそうです。 

https://blogs.yahoo.co.jp/evertsgreen/14428033.html 

134 ホイールは傷の目立ちやすいソリッド塗装。硬化型ホイールコーティングが傷から守り鉄粉の刺さりまで軽減します。 

http://detailworks.jp/blog/1537 

135 ナローゲイプのストレートオフセットとも相性が良く、 

初期掛かりから刺さりまでが早く、カバーのすり抜けも◎。 

http://torukaneko.com/2016/09/12/biwako-bankfishing-160912/ 

136 殆んど釣りをしてない金本さんも少しの時間できっちり良型２枚！（刺さりまで披露＾＾） 

http://noaandtom.ti-da.net/e3967276.html 

137 音質については、なんとも表現するのが難しく、低域については、こもったような音の出方をするが、キレは良く、高域はシ

ャリシャリしているのですが、伸びが無くつぶれているため不快な刺さりまでは感じられず、解像度も低いのですが、なぜか

聴いていて心地の良さを感じる不思議なサウンドです。 

https://www.amazon.co.jp/KOSS-UR-
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40-%E3%80%90%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E5%93%81%E3%80%91KOSS-%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%8

3%97%E3%83%B3%E5%9E%8B%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89

%E3%83%9B%E3%83%B3/product-reviews/B0007XD5FM 

138 更に粗い番手のサンドペーパーに取り替えて 

もっと深いステインの刺さりまで削り落して行きます。 

http://ihoratosou.jugem.jp/?month=201202 

139 しっかり刺さりまでエスコートしてくれるミサイルです。ご確認ください。  

http://tweez.net/fifteeeen52/archive/2/ 

140 私がパピの散歩中に正体不明の物が刺さったゴム草履、今朝母が履けば、刺さりまではしないがチクチクして気色悪いと言う

事で廃棄処分に、代わりに新しいの買って貰いました。  

http://tamacoz.blog40.fc2.com/blog-entry-2399.html 

141 硬化型ホイールコーティングが傷から守り鉄粉の刺さりまで軽減します。 

http://note.taable.com/post/CC7BB/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82

%B050th-years/2bT3900469T87544918-36374T54-T-70 

142 散歩・着火・城の刺さりまで全部やらせていただきます！！  

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read_archive.cgi/netgame/6969/1291165168/ 

143 あーあ、当たり前だけどエージングで傾向や刺さりまで変わることはありえないぞ  

上流盛るかそのまま内耳壁破壊して刺さりを感じなくなるのを待つしかない 

http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/av/1396025743/ 

144 高音は刺さりまでギリギリのラインだったのが、かなりい良い感じになって来たし、低音はより伸びやかになって来た。  

音って飽き気味になるときがあるけど、フィルター交換で気分転換もできるし。  

http://2ch.log-for.me/read/av/1470445868/ 

145 DT990は高音の刺さりや輪郭のぼやけがあると聞いたので、改善すべくリケーブルを実行しようと思います。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13157435028 

146 刺さりや割れが少なく聞きやすい音。装着感と操作性もよい 

https://audiosoundblog.wordpress.com/2016/05/07/%E3%80%90%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%A4%

E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3-levin-

v9-%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%80%91%E5%88%BA%E3%81%95%E3%82%8A%E3%82%84%E5%89%B2%E3%82%8C/ 

147 もしよろしければ購入された皆様にお尋ねしたいのですが、私にとって唯一気になるのが高音の刺さりや、きつさです。 

１００時間ほど鳴らしましたが、まだ結構痛い感じです。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000298084/SortID=13954076/ 

148 セラミックとはんだのような硬軟材料を速く平坦に仕上げるのに適しています。 

またダイヤモンド砥粒の刺さりや縁ダレなども起きづらい設計です。 

https://www.ipros.jp/product/detail/2000265691/ 

149 軽量で取り扱いが簡単という特徴があり、木製パレットに多いトゲの刺さりや、釘の引っ掛かりなどのトラブルがないという

メリットがあります。 

http://www.hironensangyo.co.jp/item.html 

150 ハードボード４枚目でこちらを購入しました。 

刺さりや、音、繭などは何の問題もありません・・・ 

文句があるのはナイフエッジです。 

https://www.amazon.co.jp/BLITZER-%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A1%E3%83%BC-%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83

%95%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8-%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83%AB%E9%BA%BB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%9C

%E3%83%BC%E3%83%89-BB-4/dp/B005M1F2NW 

151 半掛けは通常の縄手とは違い、巻き込みによる先端の刺さりや不快な肌当たりが少なく、調整の幅も広いのが特徴です。 

https://www.instagram.com/p/BEyOyRYszqO/ 

152 一方で、音の刺さりや低域が足りない点が気になるのなら、あえて低音たっぷりのゆったりした曲を選んで、スッキリ音を聴

くという使い方もできるだろう。筆者はこちらの使い方が自分に合っていると感じる。 

http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/minireview/1007988.html 

153 逆にアジで良く使うダイヤモンドヘッドは、線径が同じでも曲率の違いからかメバルの硬い上顎奥に掛かってハズす時、たま

に折れることがあるので、私は使わないんです。 

でも刺さりや姿勢は抜群。 

http://www.fimosw.com/u/thirtyfour/u4p6g6ys9cvyuw 

154 つまり、べたべたに汚れた、油汚れの浮いたザラメ雪を滑らなければ成らないのですね、ですから汚れを乗せ易い、柔らかい

ワックスよりも固めのワックスで刺さりや付着を防いで、撥水は別のワックスに任せる方が良いのでは？と成った訳です 

http://www.equip.co.jp/blog/?m=20130314 

155 先日、村松プロと対戦していたメンサーもフィル相手に素晴らしいスタッツで勝利していました。 

彼を見ていると、刺さりやリズムなどどこか日本人に似ているところがあって嬉しいです。 

http://magazine.s-darts.com/column/nakanishi_eikichi/page2292.html 

156 

 

爆流ビンビン玉スライドにはフッ素コート加工された刺さりや貫通性が良い針、ジガ―ライト真鯛が採用されています。 

http://taikabura2.sakura.ne.jp/?p=1133 

157 サ行の刺さりやキーンとする感じもすくなくリラックスして聴くことができました。 

http://e-earphone.blog/?p=87580 

158 フックの刺さりやバラシ激減という 
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必然性能は完璧。 

http://saurus-junior.sblo.jp/ 

159 音に硬質な芯が通り、リズムの刻みがよりカチッと明確になる。そして金属的すぎるシャリ、あるいはジャリっとした刺さり

や質感は控えてくれる。よいところを際立たせ、変なところでやりすぎない。 

http://www.phileweb.com/sp/review/article/201611/30/2326_2.html 

160 半掛けは通常の縄手とは違い、巻き込みによる先端の刺さりや不快な肌当たりが少なく、調整の幅も広いのが特徴です。 

http://blog.piole-himeji.jp/piole-kanekooptical?page=5 

161 手裏剣も、ある程度の距離から只刺すだけなら、それほど難しくはないが（それでもなかなか苦労している人も多いようだが）、

その刺さりや飛びの質を考えると本当に難しく、それだけに手裏剣は動きの質的転換にはまたとない武術であり、１人で相手

もなく稽古に励むには恰好な武術だと思う。 

http://www.shouseikan.com/zuikan0208.htm 

162 リケーブルも出来ますので、 

高音の刺さりや低音の量が気になる方はケーブルを変えてみるのをおすすめします。 

http://www.e-earphone.jp/ultimateears/ue900s 

163 215はあまりボーカル向けではないので下手にいじるとボーカルが埋まって刺さりなど気にする以前の話になりますし 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11162654251 

164 高音は中低に比べると少し控えめな印象を受けますが、ハイハットなどの細かい表現もきちんと拾ってくれます。刺さりなど

もなくとても綺麗です。 

http://www.e-earphone.jp/acoustune/hs1004-black 

165 逆に言えば刺さりなどがほぼ無いので、普段気になっている方にはちょうどいいバランスかもしれません。 

http://e-earphone.blog/?p=90362 

166 しかしこの機種は高音域の刺さりなど気にせず、高音のピークの刺激までしっかり再生してくれます！ 

http://review.kakaku.com/review/20461511401/ReviewCD=924717/ 

167 ゴムベラの幅・バイド先端爪の刺さりなど調整も自由に出来ます。 

http://www11.plala.or.jp/qfo/homepage%202013/hanbaido.html 

168 いっぽう高域は極端な刺さりなどはなくとても伸びやかで必要十分な情報をしっかり伝えてくれる印象です。 

http://bisonicr.ldblog.jp/archives/55624309.html 

169 しかしこのモデルはワイヤレスでどうしても少し尖った印象になる高域のその尖りを、ギターのエッジ感などではうまく生か

しつつボーカルの刺さりなどは目立たせずと、巧みにチューニング 

http://www.phileweb.com/review/article/201704/24/2497_2.html 

170 『サ行タ行の刺さりは気になりますか？』のクチコミ掲示板 

 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000569300/SortID=18249579/ 

171 しばらく試してみたのですが、刺さりは良くなりますね。良い方法ですので、加熱ムラまとめ記事に追記させて頂きました。 

http://chimanta.net/iqos-idling/ 

172 「ナノスムースコート」の採用により、貫通力が分散するダブルアシストでも刺さりは抜群。 

http://www.point-i.jp/index.php?id=ube-event&tx_ttnews[tt_news]=379463&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=429ad962bb 

173 海の中はもう春？エギの刺さりは OKですか？ 

http://www.yamaria.co.jp/yamashita/eging_blog/detail/935 

174 少し触れるだけで絡みつくような刺さりは、1度使ったら止められません。 

一昨年から販売しておりますが、一部のお客さんには大好評です。 

http://shoueimaru.net/hook.html 

175 これもやや低音に埋もれる。が、聞きづらいわけではなく、寧ろこの価格帯では籠った、脳内で響く感じではな

く聞きやすい。刺さりは殆どない。 

http://snext-final.com/products/detail/AdagioII.html 

176 選出率は構築内で最も高く、メタられるというよりは他のポケモンのついでに対策するというような選出をされる事が多く、

あまりこのポケモン自体を考慮した選出はされなかったので、刺さりは非常に良かったです。 

http://kuuri-yatume.hatenablog.com/entry/2017/06/05/223255 

177 表面ツルツル 確かに刺さりは良さそう #でも形状は一緒  

http://deeepstream.com/2017/04/09/%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%82%B9%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83

%83%E3%82%AF%E3%80%81%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%AB%E5%85%A5%E6%89%8B%EF%BC%81-gamakatsu-treblehook-spm-%E3%83%95/ 

178 6kHz 付近は確かに抑えてあるが、5kHz、7-9kHz に大きなピークがあり、高音域の刺さりは最凶クラス。刺さりが苦手な方に

はおすすめできない。 

https://www.amazon.co.jp/%E6%9D%B1%E5%92%8C%E9%9B%BB%E5%AD%90-TH-F4N-

Olasonic-%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%AB%E5%9E%8B%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3/dp/B00EETYL0I 

179 高域は心地よく伸びやかですが刺さりは殆ど感じず、聴き疲れしません。  

http://final-audio-design-directshop.com/review/FI-F7BSSD_review.html 

180 刺さりは勿論、ボリュームと水噛み感にまで拘ったフェザーフック。 

http://www.ryugi.jp/product/hook/ 

181 軸が太いのは針先が思い切り開いてて強度が要るからで、でも開いてるから刺さりは良いんですけど太い軸がマイナス要素に

成るので返しを無くして入りを良くしようって感じでしょうか？(^_^;) 

http://www.fimosw.com/u/tosak/nn52pmyjpv9p4g 

182 コールのマナーとルール（抜く前にコール、微妙な刺さりは確認など） 

http://www.tokyo-darts.org/poff/FirstGameManual.txt 
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183 これまでのフッ素メッキも刺さりは良いのですが、掛かり方としては若干ウロコをすくってから掛かる感じでした。 

http://www.daiwa.com/jp/fishing/item/terminal_tackle/ayu_te/d-max_ayu_special/index.html 

184 この刺さりは本当に魅力に感じました。 

http://tachiuo.net/archives/202 

185 Ｄ-ＣＬＡＷオリジナルステンレス製フックを使用し、ルアーアクションを 

最大に引出し、太軸で刺さりも抜群！！ 

http://www.point-i.jp/index.php?id=taniyama-

event&tx_ttnews[tt_news]=369220&tx_ttnews[backPid]=5&cHash=82dad0d977 

186 また、最高級サイザル麻をしており刺さりも無音で気持ちが良く、正にハイエンドにふさわしい品質と質感です。  

https://www.amazon.co.jp/Harrows-

Matchplay-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%84%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89-

Matchplay-%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%EF%BC%88%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%82%E5

%88%BA%E3%81%95%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%89-%E6%9C%80%E9%AB%98%E7%B4%9A%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%B6%E3%83

%AB%E9%BA%BB%E9%AB%98%E5%9C%A7%E7%B8%AE%E4%BB%95%E6%A7%98%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB/dp/B00EX8KWGC 

187 またドルフィンボールで地面を滑らせリーディングエッジの刺さりも防止する。 

http://www.kascogolf.com/jp/catalog/details.php?id=1%3Cbr%20/%3E 

188 ウォークマンで音量を 10まで上げると、気になりましたが、10未満なら、すでに挙げられている通り、ダイナミックドライバ

ーの主張が強く、低音寄りになりますし、サ行の刺さりも気にならなくなります。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000569300/SortID=18249579/ 

つ 

189 

カワハギ糸付鈎『吸わせ』は、線径を限りなく細くしているので、刺さりもよく、吸い込んだ時にひねりの入ったハリ先が口

の中にあたり、しっかりとアタリが出ます。 

http://fishing.shimano.co.jp/product/series/stephano/product/gear/index.html 

190 200s欲しかったのが 配信見て さらに欲しくなったんですよね(*^ω^*) 音も良いし 刺さりも良いのに 組み立てから あんな

に楽しそうに見せられたら 誰でも欲しくなっちゃいますよ 

https://lineblog.me/mayodarts/archives/374885.html 

191 様々な調査をする中で、女子選手はより多方向にグリップが効き、刺さりも抜けもバランスがよい丸型スタッドを好む傾向が

あると感じたので、NAMORADO SPでは丸型スタッドを採用することになりました。 

https://www.mizuno.jp/contents/kodawari/football/namorado.aspx 

192 ここで斬馬剣が刺されば大当たり確定です！ 

尚、PFOGは今作かなり強そうですが何回も外していますのでやはりリーチ先の斬馬剣スタンバイ待ちです。斬馬剣降ってきた

時点で刺さりも確定だと思います。 

http://www.p-world.co.jp/kisyubbs/bbs.cgi?file=p8191&mode=finddsp2&resno=140&linkstr=4866874&fileno= 

193 針の線径は細軸で刺さりも充分な現在発売中のサイコロヘッドと同じ線径 0.51㎜にしました。 

https://clearbluejp.com/jighead-story/mini2 

194 初心者の方でもこれなら折れにくく、刺さりもよく弾かれることは少ないと思います。 

http://www.s-darts.com/shopdetail/000000027283/ 

195 先日私も使ってきましたが、秀逸なデザインとアクションが魅力のルアーです。 また一際特徴的なオリジナルフックの刺さり

も凄いです。  

http://castingnet.jp/shop/detail.php?s=19&no=34037 

196 細軸なので刺さりも良く、フトコロパワーがあり、針先も強く仕上げています！●トラウト、ライトソルトゲー... 

https://www.naturum.co.jp/rankhtml/ranking_naturum_itemmore_0071615.html 

197 細軸ダブルフック搭載で刺さりも抜群、大型から小バスまで幅広く狙えるジョイント式小型サスペンドミノーです。 

http://www.imakatsu.co.jp/_blog/hosaki_yuta/?id=101 

198 ＬＩＰのチップを使っていますが、刺さりも悪くよく曲がります（腕のせいだとは思いますが・・・）でも、刺さらないと悔し

いので、少しでも刺さりの良いものを探している時にＳＤＢの広告で見つけました。その時に、これだ！！と思いました。実

際に使って確かめたいと思います。 

http://www.dartshive.jp/item/reviews/36201.html/page/2 

199 私は薬指をティップにかけて投げますが、その時の感触が良い感じです!余計なストレスは出来るだけ感じたくないので良かっ

たです。 

刺さりも問題なく、丈夫そうなのでその点でも安心できそうです。 

http://www.tito-shop.com/products/detail1375.html 

200 ジェットプロップはがまかつ製の RB-Mが標準で装備されているので刺さりも抜群です☆ 

http://www.maniacs1091.jp/blog/2017/07/05/%E3%81%84%E3%82%8D%E3%81%84%E3%82%8D%E5%85%A5%E8%8D%B7%E3%81%AE%E3%83%

9E%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%EF%BC%81%EF%BC%81/ 

201 リザードンと組んでも良し、ガルーラや猫騙し用員がいる場合はテテフと組んで出します。 

どちらも相性がよくて環境への刺さりも良く思えました。 

http://ebikann.hatenablog.com/entry/2017/03/11/091818 

202 結局のところ「刺ささりさえ良ければしっかり蒸されて味が出るんだ」という結論です。 

http://chimanta.net/iqos-slideho/ 

203 私自身、以前はフックなんてどれも刺さりさえ良ければよいと考えており、シーバスを狙うにもヒラメを狙うにも、基本的に

同じ形状のフックを使っていました。 

http://fish-beginner.com/2017/07/02/post-520/ 

204 個人的には mp3プレーヤ直指しも悪くないと思った。サ行の刺さりさえなければ満足度が高かっただろう。 
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http://review.kakaku.com/review/20462010967/ 

205 ・しかし、正直刺さりさえ気にならなければどんなジャンルでも価格以上の音は出してくれる機種に感じる、とにかく価格が

おかしい。  

http://blog.livedoor.jp/headphone_metal/archives/51931325.html 

206 私が今愛用しているイヤホン（実売 9,980 円。購入時価格 1,980 円）を例に挙げると、最初のうちはサ行の刺さりこそなかっ

たものの、全体的に音がもこもこして明らかに篭っていました。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10118611755 

207 次に格闘技のないこと。刺さりこそよくはないものの、上位メタとなるカビゴンへの具体的な回答はそれしかない。 

http://d.hatena.ne.jp/needed/touch/20160308/p3 

208 この刺さりだとなかなかバレませんよね。 

http://www.fimosw.com/u/zFPUHXigkB/janirrakfj7p25 

209 針のお尻が下がっておらず、軽い刺さりだと石膏などなので落ちてしまいます。 

https://limia.jp/idea/63297/ 

210 使ってみて本当にいい刺さりをしていました 

今の所私が使った針の中では抜群の刺さりで 

なおかつ耐久度をあり、かなりのオススメ商品です 

http://www.point-i.jp/fish/recommends/cview/26669 

211 デーヴァダッタに破格の刺さりをしてほしい(^ ^) 

http://monst-japan.com/quest/kourin-quest/tyouzetu/de-vadatta/post-107370/ 

212 ブレードタイプのダーツボード。 

デュアルコアを採用し、上質な刺さりをしてくれます。 

http://allofdarts.com/barrel/9194 

213 はやりミッドスッテミラー30/40SS(サクサス)は抜群の刺さりをしてくれますよ。 

http://daiwa-funesaizensen.com/blog-miyazawa/2017/02/17/1354/ 

214 私は結束時に刺さり過ぎてます（汗） 

こないだはスレで抜群な刺さりをしていました。 

さすがレンジクロス！ 

http://ajing1.com/2016/05/17/%E3%80%90%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%88%9D%E5%BF%83%E8%80%85%E3%80%80%E

3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88/ 

215 デスロックワイド、甘噛みショートバイトでない通常時はこんな刺さりをします。 

http://takanashi.bassguide.jp/blog.php?uid=1858 

216 しかし、準決勝と決勝ではとてつもない刺さりをしていて、決勝では 3縦もしたし、とてもよきなポケモンだった。 

http://kadu423.hatenablog.com/entry/2017/07/29/234607 

217 ＡＫ6400は良い刺さりをしてましたよ♪ 

オススメです（*^_^*） 

http://goslow.naturum.ne.jp/e524436.html 

218 クラッチフック・・・ボトム、トップ、デッドスロークランキングなどラインにテンションが掛からない釣りでは驚異的な刺

さりをします！ 

http://www.ishiguro-gr.com/fishing/cyokoki_format.php?id=662 

219 人から 3本貰っただけだから詳しく覚えてないがエクシードチップなかなか良かったよ。  

フィットプラスの硬さと刺さりを少し弱くした感じ。もっと早く発売してたら人気でたんじゃないかなと思う 

https://mao.5ch.net/test/read.cgi/bullseye/1438313369/659-n 

220 さて、初使いの A1は硬いと聞いてましたが、結構しなやかな印象で、好きな調子でした。 

針は、がまかつ 競技カワハギの「食わせ」と「速攻」 

さすが、いい刺さりをしています・・・・・ベラが（爆）･････。 

http://umitsuri.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-cced.html 

221 クリケットプロのセグメントってＤ－１やギャラ２と全く同じものってだけあって、非常にいい刺さりをしてくれる！！もう

メチャ気持ちいい！！！ 

http://blog.livedoor.jp/kz327/archives/cat_50131991.html 

222 刺さりが良く、抜けにくい！ それがこのフックの特徴です。 

http://castingnet.jp/shop/detail.php?s=19&no=42694 
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30．「冷まし」に関する用例 

番号 用例 

1 昨日は朝まで窯の番をして、その後日中は窯の冷ましを兼ねて休んでおりました。 

さて、すっきりさっぱりしたところで、今日はドキドキの窯出し。 

http://aspitpat.blog.fc2.com/blog-entry-165.html 

2 製麺工程の冷ましを体験してもらい、お兄ちゃんは冷ましたての焼そばを気に入ってくれて、調理した焼そばも絶賛してく

れて沢山召し上がってくれました。 

http://www.oisoya.jp/wp/media/ 

3 卵の大きさによって、卵白の量も変わりますが、１個分卵黄より多くしみて下さい。 

卵白だけ、他の調理の時、取り分けて冷凍しておくと、便利です。 

後は、焼き上がりの冷ましを、逆さにすること。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q129373692 

4 

 

窯焚きのご案内もしてませんでしたが、一月第三週に行い二週間の冷ましを経て昨日窯を開き窯出しを致しました。検品を

した後、展示のご案内をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

http://suikoden.ti-da.net/d2016-02.html 

5 連句には、神祇・釈教・恋・無常その他目立つ句ぶりを初折の表にしないというきまりがあるが、通例、これは初裏の二句目

あたりまで準じてはこぶ。裏入早々、恋の呼出し・恋と、大胆にはこんだ目配りには、右の冷ましを兼ねて含とした工夫が利

いているらしい。 

http://d.hatena.ne.jp/alphanet/20080308 

6 湯温が 43度から 46度という熱めに設定されているので、二分と入っておられず、浴槽の 

縁で茹で上がった身体を冷ましているのです。 

左の人はお茶のペットボトルを持ち込んで、それをちびりちびり飲みながらの冷ましを実行しておられます。 

http://www.lcv.ne.jp/~kohnoshg/site91/spa_enjoy.htm 

7 憶測的に罪の冷ましを選ぶんです。奴さん方…うぅっ…。」アウィーがまた民族力を発揮したか…。私のコートジボワールで

の一件もアウィー所以かもしれないな。 

http://ncode.syosetu.com/n8141ci/ 

8 

 

それでも、クリスマスには家族に約束していたビュッシュドノエルを 4 年ぶりに作った。クリームの冷ましをはしょって、

少し失敗したが、なんとか食べることはできた。 

http://blog.goo.ne.jp/kentagoo1208/e/22e86d82f5de940a24d7512b5f594e83 

9 冷ましは口の細い方が三浦常山氏の水滴を参考に・・・  

口の広い方が山田常山氏の後ろ手急須とと村田益規氏の冷ましを参考に・・・  

口の細い冷ましはハードルが高いと言われましたが素晴らしい出来だと思います・・・ 

http://blog.goo.ne.jp/gokuchanin/m/201312 

10 5日間の冷ましを経て、本日登窯の窯出しを行いました。 

焼き締めの窯変の具合や釉薬の発色の具合など、なかなか良い出来だと思います。 

明日から一個一個選別しながら手入れして、連休の父子展に向けて準備を進めていきます。 

http://blog.toukichirougama.com/?month=200804 

11 

 

大根いれた場合は、最後の冷ましを必ずいれ、できるだけゆっくりと冷まします。 

大根は染みるのに適温があるので、冷ましながらその適温状態をできるだけ維持するため。 

まぁ私の場合、出番の前日までに作るので、必然的に冷ましがはいります。 

https://cherryblossom.jp/2015/01/04/311 

12 

 

チンした後、そこに冷凍コーンを入れればコーンの解凍&人参の冷ましを同時に行えます。レンジだけで出来るので楽ですよ 

https://recipom.com/recipe/22131 

13 

 

朝イチで窯の冷ましをし、どうしても行きたかった二ヶ所に慌ただしく出かけてきました。 

まずは美濃加茂市で今日迄開催してる「きそがわ日和」です・・・ 

http://mac7641.blog37.fc2.com/blog-entry-1195.html 

14 

 

大窯の良さは火がゆっくりと廻ることで、安定した焼き上がりを得られること。酸化焼成による明るい色合いと美しい土肌

が生まれます。でもそれを目にするまでは、さらに一週間の冷ましを待たなければなりません。 

http://craftogawa.noblog.net/blog/a/10510101.writeback 

15 

 

この摂氏５３８度（華氏１０００度）の最低温度は、各バルブ１０の冷ましを低減するために使用される。 

https://patents.google.com/patent/JP2761573B2/ja 

16 

 

道具が厚手の鋳物や純銅製だとなおいいのですが、ホットプレートで焼くか余熱後の冷ましをちょっと短くするのでも効果

はあります。ホットプレートなら 180度設定で余熱してから 160度に落とすような感じ。 

https://togetter.com/li/543880 

17 

 

素 焼き無 事に終 了！！  

今 二 回目 の 冷ま し をしていま す。  

http://yakky.exblog.jp/page/54/ 

18 

 

また、副菜においては、加熱コイルＯＦＦ後の一定時間の冷ましを経て、配膳開始時間に調理が完成する。  

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2013022327 

19 案外面白げなヤシだから煽らないで欲しいなぁ。  

一応関西系の冷ましをもう一度列挙しとく？ 

http://mimizun.com/log/2ch/cgame/1026926241/ 

20 さっき産まれて初めてのシフォンケーキを作った。  
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 今逆さまの冷ましを 2時間し終えて、元に戻して冷ましてるけど  

気になって気になって眠れない。  

http://food8.2ch.net/test/read.cgi/patissier/1204202459/ 

21 

 

大磯屋焼そば製麺工程の冷ましをご紹介します。 茹で上げられた焼そばをザルで湯を切り、油をまぶして空気清浄機で綺麗

になった空気を扇風機... 

http://212.8.245.125/video/%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E3%81%8A%E8%A6%8B%E3%81%9B%E3%81%97%E3%81%BE%E

3%81%99 

22 青瓷の顔であるこの貫入は、冷ましで作られていくそう 

釉の厚み、窯焚き、冷まし・・絶妙なタイミングがあるんでしょうね。 

http://connectors.exblog.jp/16882970/ 

23 

 

手裏剣の焼入れの冷ましの温度について  冷ましのタイミングと、湯の温度を、少しでも間違うと折れました。 

 http://www.mumyouan.com/k/?M1145- 

24 猫舌コミュの冷ましのテク ラーメン編 

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=8889&id=402353 

25 オーダーメイド酒の酒造り体験を数回重ねた面々は 

手ほどきをすることなく蒸米の冷ましの工程から仕込みタンクへの投入 

http://www.houraisen.co.jp/blog/touji_honsha/2013/01/ 

26 

 

窯を閉めてから３日～４日ほどで窯出しとなる。この間の冷ましの時間が焼物のことを考えずに 

いられる日・・・温泉に行くことが多い。 

http://dohousi.net/?page_id=2519 

27 冷却については、結晶成長温度（750℃ぐらい）で一定時間を保ち、後は放冷することが銅赤秞の冷ましの条件になるとして

います。これは、胴のコロイドを成長させるためです。 

http://mimakigama.blog5.fc2.com/blog-entry-145.html 

28 

 

最後の冷ましの過程が大切だ。すぐかぶりつくと熱い上、さくさくではないのだ。冷めながらさくさくになるらしい。 

これで、あんなにふわふわだったロールパンがまるごとザックザクになる。 

http://portal.nifty.com/kiji/160804197114_1.htm?uid=NULLGWDOCOMO 

29 お好きな曲を選びケースを決めたらミニチュアやドングリ、ビーズなどでデコレーションしてオリジナルのｵﾙｺﾞｰﾙを作りま

す。 

とんぼ玉体験の冷ましの時間にｵﾙｺﾞｰﾙ作りをすると時間を有効的に使えます。 

http://www.advance-otaruglass.com/topics/ 

30 

 

また、名古屋うどん文化圏でノーマルな白つゆの“志の田”“玉子とじ”などもあわせてアピールしましょう。 

また、“ころ”などの冷ましの“かけ”や、お店によって存在する“ゆつき”-“冷やし”、きしめん・うどん・中華そばの合盛り。 

https://tabelog.com/aichi/A2301/A230113/23036970/dtlrvwlst/B113872041/ 

31 

 

こちらがカチョカバロ。塩分の利いたチーズで、焼いてもおいしいらしい。味はもちろんですが、この形も何ともかわいい♪ 

この来てくださった日が丁度窯の冷ましの日にちで明後日搬入という日程。 

http://utautable.exblog.jp/23860061/ 

32 売りの場合は高くなったら売り、より高くなったら乗せ、更に高くなったら仕上げ、駄目だったら一旦の冷ましの局面で損

切りし、利益がでれば冷ましの極みでリカクする、それだけの話だ。 

https://ameblo.jp/dokuman/theme-10011943241.html 

33 

 

私は今回、電子レンジで加熱したのですが、その後の冷ましの時間が少し早かったためか、鼻の穴に液が入ったとたんに

「熱っ！」となって、思わず液を吐き出してしまいました。 

http://juntarouletter.hateblo.jp/entry/2017/05/19/214453 

34 窯の蓋を閉じてから作品を取り出せる温度に下がるまで約１週間 

かかります。その間の冷ましの時間にやさしい赤茶色に変化ていきます。 

https://www.menard.co.jp/resort/board/2012/1207114427.html 

35 

 

高台や動きのある造型の上には優しい志野釉がたっぷりと掛かる。 

魅力あふれる自然な温かみある志野の緋色は、堀先生の特徴ともいえる穴窯ならではの冷ましのテクニックからのもの。 

http://www.kurodatoen.co.jp/josetsu-horiichiro/004.html 

36 しかしながら仕事終わりに買い物に行き 

そこからジャガイモ茹でて～の冷まし～の 

とつぎ～のとやっていたらマイエンジェルが 

プチデビルに変身し「お腹すいた」と 

暴れだしてしまいます・・・ 

http://blog-tripp.jugem.jp/?page=1&month=201603 

37 (ウゥッ!)クローズと掃除と各種野菜仕込みを終えてから焼いたら何時になるやらららー、と諦めの笑いを浮かべながら 23

時でもまだ第一層の焼きの冷ましの途中です。 

http://www.bikescafe.jp/backnumber.php?year_t=2007&month_t=1 

38 急激な温度変化で割れてしまう為、500度の冷ましの窯（徐冷炉）で 1日かけてゆっくりと冷やします 

http://katakuriko.jp/b/2007/461 

39 そして窯積み作業を経て約 24時間の本焼き、そしてその後 5日間の「冷まし」の時間をたどっての、窯出し。 

http://blog.goo.ne.jp/sasuke-room114/e/5302d41938a4c9804ad113acebd78fe4 

40 窯詰め、焼き、焚いた後の冷ましの作業を、を並行してやっていたのだろう。 

良質の粘土も採れたそうで、埴輪制作をその地で一貫してやっていたそうだ。 
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https://sites.google.com/site/suzukikannikki/-2016-1-28-jin-rikaraibarakidezainfea 

41 富士山が描かれている急須と 桜柄の冷ましのセット商品です。 

https://www.amazon.co.jp/%E5%B8%B8%E6%BB%91%E7%84%BC-%E5%B8%B8%E6%BB%91%E7%84%BC%E3%80%90%E3%82%AE%E3%83%95%E3

%83%88%E3%80%91%E6%A5%BD%E8%8C%B6%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-%E6%A5%BD%E8%8C%B6%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88-

G172%E3%83%BBG1328/dp/B0194ZC054 

42 冷たい方の丼にはこの日の限定だったレモカツ冷ましが。レモン汁の酸味とカツオベースの魚粉が効きまくった、なんとも

独特な味わい。ウマいけど、個人的には普段の冷ましのが好きかもな～。 

http://blog.livedoor.jp/salty_jiro/archives/52065771.html 

43 

 

２０１５年 ４月２９日（水）昭和の日 ２ヶ所で「本焼き」の冷ましの“子守り” あっちこっち行って、今日も頼まれてい

ない塗装の下見。  

http://yakimono.blog.so-net.ne.jp/2015-04-29 

44 

 

窯の冷ましの間、何故か雪原に....かなりの久々リフト乗っちゃたな 

http://www.thepicta.com/place/%E3%81%82%E3%81%A0%E3%81%9F%E3%82%89%E9%AB%98%E5%8E%9F%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%B

C%E5%A0%B4/173178/J0HWKqzxQAAAF0HWJ-4VwAAAFiYA 

45 粉引の茶碗ですが、御本が美しくでました。弱還元焼成と窯の冷ましの状態で、この御本がでてきます。 

http://www.touri.jp/koraicyawan/koraiworks/index.html 

46 特にこの堀先生の特徴ともいえる志野の緋色は、３０年の経験を経てできた穴窯ならではの冷ましのテクニックからのもの。 

http://s.webry.info/sp/20902445.at.webry.info/201102/article_20.html 

47 15時頃の冷ましの状態。温度は 280℃ほどに低下。ふたつの茶碗はもみ殻の中で炭化した。 

http://e-hito.jugem.jp/?month=201309 

48 

 

茹で職人さんへ。 

今回の寒毛蟹、３尾のうち１尾だけですが、殆ど全量のカニミソがドロドロの液状になっているものがありました。 

恐らく、茹で上げ後の冷ましの時間が足らなくて、カニミソが充分に固まりきらなかったのでしょう。少し残念に思いまし

た。 

http://www.hokusen.co.jp/impressions_mail/impressions_mail_04_02_2.htm 

49 ③７～８割ドライの状態からブローする。（根元から毛先までブローして、冷ます） 最後の「冷まし」がポイントになりま

す！！ 

 http://www.calor.jp/date/2016/05/27/ 

50 たれの冷ましが十分でないと刺し身が煮えてしまい味が半減するので注意しましょう。 

http://www.ohyamanet.com/~hanamaru/recipe.htm 

51 酢飯の冷ましが足らない  

邪道だが 海苔の裏に  

胡麻油を塗って  

コーティングする 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12147237402 

52 滅菌処理した後の冷ましが不十分だったんだと思います。 

乾熱滅菌か高圧蒸気滅菌かはわかりませんが、感染症予防のため、器具は洗浄の後熱滅菌をするのが一般的です。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11172891646 

53 工程④の冷ましが始まった時点で､他準備や 

材料の計量を行うといいです｡ 

https://cookpad.com/recipe/3573566 

54 で、ミルクを作り始めるわけですが、粉ミルクを哺乳瓶に入れて、ウォーターサーバーのお湯を入れます。いちいち沸かさな

くてよいのはかなり助かるのですが、この後の冷ましがちょっと時間がかかります。 

https://lineblog.me/yoshichiha/archives/2017-02.html 

55 皆さんが書かれているようにスポンジの冷ましが足りなかったのではと思います。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0725/253630.htm 

56 いつも初めて行くところはラーメンにするって決めてるけど今日はどーしても新代田の冷ましが食べたくてレモニボ冷まし

🍜麺が最高にうまい！！豚が最高にうまい！！ 

https://www.garow.me/tags/%E5%86%B7%E3%81%BE%E3%81%97 

57 日本人にも、お馴染みの旨いチャーハンですけど、生の葱や胡瓜など添えられているのが、如何にもエスニック風ですね。 

少し飯の冷ましが弱い気もしますが、このへんはマイペンライ！ 

皆でモリモリ食べて、直ぐに皿は空になりました。 

https://tabelog.com/thailand/A5601/A560103/56000582/dtlrvwlst/B101429937/ 

58 うげっ、シロップの冷ましが甘く（温度が高い）、かけたそばから、氷が溶けてく～ 

http://s.webry.info/sp/slow-lifestyle.at.webry.info/201207/article_1.html 

59 只今 1度目の冷ましが終わった位で 

寝る前にもう一度煮立たせて冷まします 

明日は味もしみて美味しくなってる予定 

http://blog.livedoor.jp/railman2/archives/2016-04.html 

60 無水鍋は今回で 3 個目になりますが、価格と性能のバランスが良いと思います。ビタクラフトも満足度が高いですが価格的

には 1/３程度でなんとなくですが食材の栄養分を損なわず調理が出来る気がします。 ゆで卵は大さじ２杯の水で５-７分

弱火で出来ます。（その後の冷ましが必要ですが） 

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%9D%E3%83%A9%E3%82%B9-HC-
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18S-%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%AF-%E7%89%87%E6%89%8B%E9%8D%8B-

18cm/dp/B002YSDL4S 

61  海苔、ごはんの半分を占めるようにカッコよくセットしたつもりでしたがごはんの冷ましが甘かったようで縮みました… 

もはや何者かわからない海苔…😱 

http://www.imgrum.org/tag/%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%A1%E3%81%8F%E5%BC%81/J0HWSd65AAAAF0HWRmxIwAAAFhIA 

62 コテを外した後の「冷まし」が重要！ 

https://myreco.me/news/view/1437 

63 ち なみに 、焼 成 後の 冷ま しが ゆ っく り になるに つれて酸 化皮膜 は強く なりま す。  

こ れを織 部が「 カブル 」と言 って、 大きな 薪の窯 だと非 常にカ ブりや すくな ります 。  

http://morokozo.exblog.jp/5343237/ 

64 米の品種が合わなかったのか水加減がちょっと多すぎたか焼き上がり後の冷ましが足りなかったか、思い当たる節はいくつ

かあるので、次回の教訓に。 

http://kni.blue.coocan.jp/diary/d1101.htm 

65 ツナサラダがちょっとぎりぎりだったかも・・と言われる。 

ちょっとほかの具材やおにぎりの冷ましがたりなくてあったまった可能性。 

今気づいたけど主菜なくね？わしのアイデアれしぴがしょぼこーん 

http://pig-obento.doorblog.jp/archives/28840594.html  

66 参考になるか分かりませんが、私も同じく溶かしてしまいました。 

私の場合はポテトの冷ましが足りなかったのか？一度に入れすぎて油の温度か下がってしまったのかも知れません。 

https://www.zaikoban.com/item/talk/3429/51  

67 今回はパスタの冷ましが甘かったので、卵が少しダマになってしまいました。 

しかしこれはウンマー！です。 

http://fmie.cside7.com/2009/05/post -295.html 

68 旨味は温度の低い方へ入っていくそうで、おいしくなるにはこのあとの冷ましが重要。ということで、この日は煮汁にお肉

を浸して持ち帰って終了。 

http://okirec.ti-da.net/e1992259.html 

69 １１時過ぎ、松田さんから上陸の号令がかかった。 近くの区民会館に徒歩集合。まず、ピリっと生姜を絞っ た飴湯の冷まし

がふるまわれる。甘く優しい、ふるさと の味。 

http://www.hitoumi.jp/yurikago/yurikago34.pdf  

 

70 

今回は、びっくりするほどどれも簡単ですぐに出来上がっちゃいます。  

しいて言うならば、スフォルマートの冷ましが一番時間がかかるかも！？  

http://diary.caco.cc/?month=200705 

71 籾を乾燥機にかけた後の冷ましが必要とのことで午前の作業は諦めていましたが、７時過ぎに作業ができると 

連絡があり、これまた急きょ作業開始です。 

http://www.otanbo-club.com/2013/log 

72 炊飯器茹では、茹で後の冷ましがゆるくても 

今まで１００%キレイに剥けてますよ。 

http://sooda.jp/qa/272 

73 初めてロールケーキ作ったのですが、生地焼けた時はちゃんとスポンジだったのに、熱を冷まして生クリームで巻いて冷蔵

庫で冷やして、食べる時には生地が薄くなってクレープっぽくなってしまっていたのですが、何が原因かわかりますか？レ

シピ通りにやったのですが、、最初の冷ましがあまかったんですかね？わかる方いますか？ 

http://bbs2.ryne.jp/r.php/lifeidea/15969/a 

74 「油の温度かな、生地の冷ましが足らへんかったんかな、それとも口金がプラスチックやったからかな・・・（ぶつぶつ）」 

http://yaplog.jp/umbrella-6/monthly/201012/ 

75 

 

単純に酢飯作るときの冷ましが足りなかったってだけ。いい加減な仕事したってことさ。 

忙しい時期でもなかったんだけど、流石にガッカリしたよ。  

http://machi.to/bbs/read.cgi/kousinetu/1395376944/ 

76 クッキーもそろそろ焼きあがるし、パウンドケーキ組はケーキの冷ましに入っている。 

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=7827478 

77 今月末に本焚きで窯の冷ましに 2日かかって窯出しなるので、お手元に届くのは 12月上旬です、もう少しお待ちください 

https://www.facebook.com/emishikobo/photos/a.1657465767828098.1073741829.1628093564098652/1801154783459195/?ty

pe=3&theater 

78 砂糖・水あめ・水を煮詰め、味の元となる素材を入れる。 

良く混ざったところで、ステンレス製の冷ましに移し、水に浮かべて 80℃位まで冷まします。 

http://www.shizufan.jp/netamap/tobu/76392/ 

79 卵は無し。水で締めた固めの麺。新代田の冷ましに近かった。  

http://echo.2ch.net/test/read.cgi/ramen/1474077518/91-n?v=pc 

80 地域がわからないので暑すぎると逆効果だと思いますが... 

夏はベビーカーなどにクリップ式で付けてて、家ではご飯の冷ましに使ってますよ。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13172689488 

81 お風呂上がりに、ご飯の時に、オカズの冷ましに、トイレの中で、、、っと 

活躍するわけだけど、増えたかなぁと思って整理をしようと取り出したら、そうでもない。 

http://ameblo.jp/sirokobana/entry-10599492850.html 
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82 解凍、早いです。肉、魚共に、冷凍庫大活躍の私には、必須アイテムとなりました。お弁当の冷ましにも、使えました。 

https://www.amazon.co.jp/CCP-%E3%80%90BONABONA%E3%80%91-%E8%A7%A3%E5%87%8D%E5%B7%BB%E3%81%8D%E3%81%99-%EF%BC%9

C%E5%86%B7%E5%87%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%82%92%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E8%A7%A3%

E5%87%8D%EF%BC%81%E8%A7%A3%E5%87%8D%E3%83%BB%E5%86%B7%E5%8D%B4%E3%81%AE1%E5%8F%B02%E5%BD%B9%EF%BC%9E-BL-

TH78/dp/B00ZBIU2DG 

83 掲載が遅れましたが窯焚きは予定通り終了致しました。現在は約二週間の冷ましにはいっており、窯出し後洗浄及び検品・

値付けが待っております。今回は今年最後の窯焚きで五周年記念感謝祭の記念品等もろもろが入っております。上手く焼け

て生まれる事を願っております。 

http://suikoden.ti-da.net/d2014-11.html 

84 きれいな蓋でした。寿司桶だけを持っていて、いつもお赤飯の冷ましに使っていました。ラップをふわっとかけて、少し空

気を通しながら乾燥し過ぎないようにしていましたが、蓋があるとどうなのかと思いついて購入してみました。 

http://item.rakuten.co.jp/sekiguchikunikichi/6401-123500/ 

85 ケーキを冷ます時に使います。パティシエール ケーキクーラー(丸) 24cm  PP-549 / シフォン・スポンジの冷まし

に！！ドーナツ型ケーキクーラ /  

http://f5f02i.jugem.jp/?eid=1 

86 勘定してもらうけど、さっきの冷ましに注いだ酒も入れときや 

なに云うてんねん、にいちゃん 

そんなもん貰う訳にいくかいなぁ 

http://nisshan2.blog25.fc2.com/blog-entry-1571.html 

87 ほ乳瓶やベビー食の冷ましにも使えるぷちぷち保冷剤 

http://imajiki.com/waratte-iitomo-gift 

88 鍋敷きや揚げ物の温め（オーブン）、お弁当の冷ましに使っています。   

https://careerconnection.jp/review/39453-blogList-5.html 

89 先 週末ワ イヤー クラフ トを教 えてい ただい た。  

念 願 の ケ ーキ ク ー ラー 、 これ ま で 焼 いた パ ン の 冷 ま し に 天 ぷら の あ みを 使 用 してた の でい っ き に オ

シ ャレ感 UP↗︎ 

http://smile8s.exblog.jp/22719972/ 

90 同情の思案に困って米を贈ったと読んでもそれはそれで解釈にはなるが、例によって絵空事で暮しの足しに人形作りなどし

ている筈がない、と見抜いたうえでの米贈りならみごとな恋の冷ましになる。実方のほととぎすの歌の披露に始まり、その

恋遊び上手は当座の話題になった筈だ。 

http://d.hatena.ne.jp/alphanet/200803 

91 時々途中で止るようになって、  

電子レンジが使えなかったら…と考えたら怖くて w買ったら、  

対抗心なのか負けじと頑張って動いてる。  

2台体制になったら、オーブン後の冷ましに気を使うことも無くなり、  

このまま 2台体制続行かも w  

http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/ms/1449475865/l50 

92 ようやく一窯分の作品ができて本焼まで終了した。 

作品の冷ましには焼成時間よりたっぷりと時間を取るようになった。 

急いではひび割れなどのトラブルを生ずる。 

http://nishinomiya.areablog.jp/blog/1000061392/p10758523c.html 

93 今週いっぱいまで提供の冷ましにチャレンジしました。 たしかに冷めてて季節感ありました。 

http://www.selfiehashtag.com/SelfieUserMedia/637226975 

94 毎日いつも 6時には起きます。まず、きのう焼成した窯の冷ましから始めます。 

http://www.hoboshop.co.jp/my%20one%20day.htm 

95 先ずは、蒸米の冷ましから・・・・・ハイ ポーズ 

http://www.houraisen.co.jp/blog/touji_honsha/2013/12/post-677.html 

96 さて、前日の冷ましから温めて味見（朝やった） 

さらに、温めては冷ましを 2回ほど。 

http://maoroy.blog50.fc2.com/blog-entry-2951.html 

97 確かに煮物は冷まして染みこませるのが基本だったね  

一時間くらいの冷ましから加熱しての間じゃ菌は激しく増殖しないが、一晩冷やかしておくからいけないのであって  

一晩弱火でコトコトやればよいと思う  

ただ、それはなかなか出来ないから、早めに食うのが一番だと思う 

http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1491911642/ 

98 そして本番、まずは 1回目全国放送で 1分半ほど、続いて 2回目は東海北陸エリアでの放送、NHK静岡放送局の中山庸介アナ

ウンサーが、サトウキビの搾りから、煮詰め、凍炉での冷ましまで順を追って紹介してくれました。 

http://blog.goo.ne.jp/kasaiya/c/2f3059b51a5326eee0c56d3138228da1/36 

99 こで、一旦火を止め、常温に戻るまで冷まします。ここまでで１時間。 

この「１度目の冷まし」で、米の研ぎ汁のデンプンと、大根の酵素が反応して、大根が甘くなります。 

冷めたら「大根の下茹で」が完了です。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8472430.html 

100 新代田 ラーメン 二郎 小ラーメン 麺少なめ ¥700 冷まし ¥100 とうもろこし ¥50 かつおぶし ¥50 
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https://twitter.com/kon_0529/status/759602373320773632 

101 「半分の冷ましで！」このタイミングで 麺量と種類を伝えます。  

http://ameblo.jp/usui320/entry-12177939206.html 

102 じっくり煮込むのがコツ。と言っても、蓋の重い鉄製鍋を使えば 30分程度の煮込み、１時間の冷ましでいい感じになります。

ドミソースを加えてさらに１５分煮込んで味を調えます。 

https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1790007368/ 

103 一分半の加熱と二秒の冷ましで、本当にふんわりです♪ 

ただ・・・問題は、最初にフライパンに接している方が焦げやすくなる事。 

https://plaza.rakuten.co.jp/dramacd/diary/200905170000/ 

104 【使用方法】初めて使用の前に水煮で消毒して、それで水を入れる。氷 になったら直接に丸氷を押し出します。ヒント：煮

沸したの冷ましで丸氷 を作るならもっと透明です。 

https://www.amazon.co.jp/dp/B072HHVPRH 

105 ご飯は粗熱が取れる程度の冷ましでＯＫ（５分くらい） 

https://cookpad.com/recipe/1978633 

106 今日は窯の冷ましで休み 

高尾駅は登山の人で賑わっているけど逆方向へ  

https://oversea.instagrammernews.com/detail/1311257528193401279 

107 今日の量産型と明日の冷ましで一旦終了  

来週からスープ抜き  

ソースは Twitter  

http://echo.2ch.net/test/read.cgi/ramen/1464967069/20-n 

108 兆竹（さましだけ）ですか。読めんな～。亀甲占いの後の冷ましで用いたんだとさ。 

http://haru356.html.xdomain.jp/Date170415_Kunisaki.html 

109 なんとか全面復旧を終え、舗装道路の冷ましで休憩中、 

あろうことか猫が・・・ 

首輪も付いているので、どこぞやのマンションの飼い猫か。 

http://keibiniwatori.seesaa.net/archives/201307-6.html 

110 一部で有名なデカ焼き石も焼の後の冷ましであっという間にぬるくなっちまって役にたたなかったよ 

http://blog.katayose.com/archives/4235 

111 今日は窯の冷ましで時間が中途半端に余ったので、ここはやはり・石倉一人のイケイケサビキ道〜〜〜！ 

http://minduma.ti-da.net/d2009-12-28.html 

112 そして、私はといえば、今日は素焼きの窯の冷ましでした。 

明日から釉薬かけです～、3/29から益子もえぎ城内坂で「朝食をとろう」という企画展に参加予定です。 

http://orange.ap.teacup.com/nekota/50.html 

113 煮付けというと軽く火を通すものだと思ってたのに世間的には煮込むものと言われてカルチャーショック 

俺も「火を入れる時間はそこまで長くなくむしろたっぷりの冷ましで味を吸わせる」もんだと思ってたが  

http://futalog.com/447309498.htm 

114 釉薬調合 

今日は素焼きで、明日は冷まし 

で明後日に釉薬掛けと窯入れ 

https://webgram.co/momosige 

115 冷やでも勿論美味しいのですが当然の如くこの季節熱々からの冷ましで飲んでもらえるとこの芳ばしいクリスピーな香りが

非常に美味しいです。  

http://instagom.com/explore/tags/%E5%A6%99%E3%81%AE%E8%8F%AF 

116 先月の母の日もシフォンケーキ✨ 敬老の日もシフォンケーキの予定（笑） もう宣言してある www 定番化させようと思って

w 今日はちょっと急いでて横着して、 １時間は冷ましたいところを 20分の冷ましで型から外したけどセーフ！！ カットし

た中身はどうなってるか分からないけどねぇー。 

http://bestofinsta.org/media/1277183044099693525 

117 それは焙煎直後のチャフ飛ばしが中途半端なんじゃないのかな。穴なしロースターは、元々チャフが飛ばないから、焙煎後

の冷ましでしっかり飛ばしておかないと、かなり残るでしょうね。 

https://bowc93siv.wordpress.com/%E3%80%93%E3%80%93%E3%80%93%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC%E3%81

%AE%E8%87%AA%E5%AE%B6%E7%84%99%E7%85%8E%E3%82%92%E8%AA%9E%E3%82%8D%E3%81%86%EF%BC%92%E3%80%80%E3%80%93%E3%80%9

3%E3%80%93/ 

118 作り置きして放置。ゆっくり冷える。これがまずい。一日目は リスクは低い。2日目以降は跳ね上がる。  

1回目の冷ましで味は染みてるから、2回目以降は温めた後  

放置せず急冷すれば菌繁殖リスクは減る。 

http://desktop2ch.net/newsplus/1491911642/ 

119 日本茶のデモンストレーションビデオなどを見ると、異なる種類の冷ましや急須を組み合わせ、使用しているシーンを良く

目にします。 

http://hojotea.com/jp/posts-958/ 

120 麺の湯切りもしっかりやってますし、 

付け麺の冷ましや水切りもしっかりやってます。 

http://www.chinatealovers.com/j-941/gurumet/gurumeter23mh.htm 
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121 外国の穴あきコランダー感覚で使っています。 

野菜やフルーツ、パスタや麺の洗いや水切り、茹で野菜の冷ましなどに使います。 

https://plaza.rakuten.co.jp/nanigenaku/diary/?PageId=1&ctgy=1 

122 オフィスや応接室、工事現場や学校など、飲料用はもちろんのことスポーツ後のアイシングやけがの応急処置、介護の現場

やお料理の冷ましなど氷の用途は無限大 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14145289089 

123 箔打機にかけた際に発した熱気を逃がす為の”冷まし”など 

気が遠くなるほどの手間隙をかけてようやく 

最終工程の”箔打ち”に使える紙”まま紙”に成長するのだそうで 

”まま紙”を仕上げられてこそ一人前の職人と呼ばれ 

紙を仕上げる時には「のりくち」と隠語を用いて仲間内でお祝いもしたそうです 

https://blogs.yahoo.co.jp/h_jack2004/52722835.html 

124 （※タイ料理教室でも「丸鶏」から仕込むとなると相当な時間が必要で、避ける教室がほとんど。「ゆでてからの冷まし」な

ども味を左右するポイントだし、「カオマンガイ」の「マン」はタイ語で「油で包み込む」の意であり、ライスには多少のオ

イリーさも求められる） 

http://blog.livedoor.jp/ma888tsu/archives/51948596.html 

125 久しぶりに作るので、最初の方は使い物にならない焼きあがり 

返すタイミングや、返し方、フライパンの冷ましなどだんだんコツを思い出し…着々と焼けてきました 

http://yaplog.jp/babi5/monthly/201403/2  

126 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ入れてると長くｷﾚｲなまま保存できる。  

ﾎﾃｻﾗなどの冷ましなども。  

http://human7.2ch.net/test/read.cgi/ms/1199806331/ 

127 今日の冷ましは野菜が増せないので「ニンニクアブラ」で(^O^) 

そうして 

http://fudou.livedoor.biz/archives/7708780.html 

128 「あ、つつつ、熱いって、さわれないって…」 

２０分の冷ましは足りなかったようです。よく読んでみると『手で触れるくらいに冷ます』とあります。う～む、そこ読まず

に『２０分』の部分だけだけ読んじゃった。 

http://hungryhunter.life.coocan.jp/konnyaku/index.html 

129 本日の先物の値動きだが。 

流石に窓埋めまで望むのはずうずうしいか。 

とはいえ夕場の終値時点での冷ましは利いているので、一旦は上方向をみるだろう。 

http://ameblo.jp/dokuman/entry-10261179594.html 

130 めて行ったこの店、さらになぜかパンはほとんど袋ずめ。これも何度か書いているが過度の乾燥を防ぐという努力には経緯

を払いつつも、焼きたては全くないと？（特に）ドイツ系パンは、余計な水蒸気を抜くための冷ましは、フランス系よりも長

く取る必要があるというように言われているように思うのだけど。。時間的にたまたまなのか。 

http://blog.goo.ne.jp/noma4e 

131 物を増やさないために、欲しくても食器は買いません。 

煎茶の冷ましは、そこらへんの入れ物で間に合わせてる！ 

でも、人が来た時に恥ずかしい～ 

片口見て、それぐらい買わなくちゃと思ってます。 

http://blog.goo.ne.jp/kou83_001/e/a6e6e4a74c33deede91be791ca99c59b?fm=entry_awp 

132 温かい状態で仕上げる為、塩湯がき後の冷ましは必要ありません。 

http://manapapa02.blog.fc2.com/blog-date-201204-3.html 

133 マグマグの冷ましはどうしますか？ 

こんにちは♪もうすぐで六ヶ月になる女の子のママです！教えて頂きたいことがあります！私は母乳よりの混合でやってい

ます出かけて外で授乳する時はまず、母乳をあげて足りてそうならそのままですし… 

http://women.benesse.ne.jp/forum/zbsss050/0104010J_113276_2012 

134 本焼き終了時から、お正月休みに入り、その間 約１２日間、窯はゆっくりと冷まされて 

いました。普通の冷ましは４～５日ぐらいなので本当にゆっくりゆっくりと・・・ 

http://chhnang.jugem.jp/?eid=174 

135 室温になるまでの冷ましは、放冷による冷却が好ましく、このＢ工程やＫ工程やＱ工程により、ビタミンＥ等の熱に弱いと

されていたビタミン等を効率よく油相に抽出することができる。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2010063384 

136 今シーズン 3杯目の新代田二郎の冷まし中華 

すっかり虜です、はい。 

今日の冷ましは相模原？か何処かのポン酢 

http://insharee.com/u/13569233?max_id=1286874816619573578_13569233 

137 「たくさんのおにぎりが出来るにん」とおじさんが蒸しあがった米を冷ましの工程の為に掬い上げます。 

http://blog.goo.ne.jp/chef-mie/e/7f25146a8791ba827929d9b7e3b766dc/ 

138 竹鶴を初めて、炭火でコトコト燗付けし、それを冷ましで呑んだ時はあまりの旨さに驚きました。  

以来、ずっと虜です。  

http://ajinci.blog22.fc2.com/blog-entry-16.html 
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139 実際に冷ましを入れたおでんと煮込んだおでんを試食してもらった所、全員が、冷ましを入れた大根の方が「味が染みてお

いしい」と答えたそうです。 

https://matome.naver.jp/odai/2139141445359880501 

140 免疫力がなく、ふらふらの貧血で、外出は、難しくて。GWで家族は、盛り上がってるのに、わたしが、冷ましを入れるのが、

心苦しいです。 

https://ameblo.jp/esigotsur/archive1-201604.html 

141 そして僕が「冷ましの麺増しはお願いできますか？」とお尋ねしたら、店主さんに訊きに行き OK が出ました(^O^)」

http://fudou.livedoor.biz/archives/7708780.html 

142 姫皮をつけたままお料理しても、姫皮は別にしておみそ汁などにしてもおいしくいただけますので、どうぞ皮は剥かないで

茹でてください！ 

で、今回エグミが残ってしまった理由は、お分かりかと思いますが冷ましの不足です。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1025672945 

143 3/8吹きガラス体験の作品が冷ましの炉から出て参りました。 

どれも力作です。家族ごとの好みが出ていて、面白いですね！ 

http://blog.goo.ne.jp/goo45304530/e/0252d508c0372bd2e4fb89d01805ea52 

144 きゅうりを、煮ては冷まし、煮ては冷ましという単純作業。シワが寄るまで繰り返すのですが “冷まし” の間が、なんとな

〜く手持ち無沙汰。ボ〜っとしているのも、もったいない。 

http://fmniori.naganoblog.jp/e428864.html 

145 冷ましのボタンがないので 

なんとなく、小を買い 100円を現金で出してみる 

すぐに助手さんが、100円を手にして 

なんにします？ 

冷ましを！ 

http://ameblo.jp/jiro-33/entry-12198628051.html 

146 いなり寿司を作りました。 

まぁ揚げを炊くことからはじめようと思ったのですが、冷ましまで考えると時間的に無理なので、できあいの稲荷揚げを購

入。酢飯だけです。 

http://osandon.seesaa.net/category/6854667-1.html 

147 としくんさん、こんにちは。 

実際、冷やしって注文している人とか、Twitter とかに冷やしって書いている人たくさんいますし、分かりにくいですよね

（笑）念のため、代田二郎の Twitterもう一度見ましたが、冷ましでしたよ ww 

https://ramendb.supleks.jp/review/999800.html 

148 今日はカステラ。。。。のはずでしたが、カステラが焼くとペッチャンコに。 焼き上がり直前はふわふわふっくら焼きあがる

のですが、冷ましでしぼみます。 

 http://ameblo.jp/19800502shima/entry-12078903352.html 

149 いつものようにお店の前には、焼き立ての天然酵母パンが冷ましで置かれていました。 

特にアップル・パイの焼け方が半端なく美味しそう。とっても香ばしい香りが・・。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/1532104/blog/m201504/p5/ 

150 焼成はやはり１２０時間であるが、冷ましは自然冷却だそうである。還元すると色が汚くなるとのことであった。 

https://blogs.yahoo.co.jp/longingperson/21127608.html 

151 急須以外にもお茶をいれるのに常滑蓋碗や和多田式茶器を使ったりしますが冷ましは変わらない。  

http://nishikien.blog82.fc2.com/blog-entry-512.html 

152 手や櫛で前髪を抑えながら 

ﾄﾞﾗｲﾔｰで熱風をあてて熱くなったら 

完全に冷ましまだ熱風をあてて熱くしまた完全に冷まし 

を繰り返すことを毎日やると 

髪の浮き癖がなおります 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1338540398 

153 実家生活初日、くま吉がお風呂に入ってる間に号泣。 母がミルクをあげてくれたのですが、冷ましが足りなかったのか飲ん

でくれず  父に冷ましを頼んだところどうやって冷ますのか分からず父母言い合い  どうなる  実家生活  

http://ameblo.jp/kuma-pixi/entry-11911396579.html 

154 角煮に関しては冷ますどころか、最後に一煮立ちなんだよな 

下手に冷ましをいれると肉が固くなったりする 

http://sukusutomato.blog.jp/archives/26119368.html 

155 テスト用に、冷ましの条件を少しずつ変えた４本の鋼材を、 何度もテスト用のかなり堅い木に投げて刺して、 曲げたり、

折ったりして、 そしてまた研いでは、刺して、曲げたり折るを繰り返すわけです。 

 http://www.mumyouan.com/k/?M873 

156 前回のフェイジョアシフォンケーキ失敗のように 

冷ましの時に生地がどざっと落ちてこないよう 

念入りに焼き、結局焼いたのは 160℃で 32分 

膨らんでいたのがとまり、逆に沈んできたので焼形はここで終了 

http://chiffoncake-maple.seesaa.net/article/109844028.html  

157 ももみさんが推理してくださったように、冷ましの時間が足りない、しっかり冷えていないっということですよね～。 
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http://chiffoncake-maple.seesaa.net/article/108729243.html 

158 野菜がシャキシャキしてて美味しいです。 

そしてやはり写真を撮り忘れて、先に冷ましの作業に入ってしまいましたが、娘のお子様ラーメン(塩) 262円とエビフライ

220円。 

http://ameblo.jp/beer-yome/entry-12183233770.html 

159 朝晩と炊いて自然に冷ましの繰り返しをすること、５日間。時折、浸るように水を足しながら、アクを

取り去ります。  

https://www.odagaki.co.jp/shop/ 

160 私は朝からバースデーケーキの準備。 

現在、top画像の用に冷ましの段階デス。 

さめたらいよいよ、緊張の型外し。 

うまく外れてくれますように。 

http://kazumylife.jugem.jp/?month=201002 

161 ボケた写真ですいません.....無事に冷ましの行程に入りました。 

明日の朝、窯出しします。 

http://tweez.net/takitaki23/archive/3/ 

162 向かいの夕夏も同じ飲み物を持っていたが、夕夏はコップにかかったプラスチックのカバーを取り外し、息をふうふう吹き

かけて、一生懸命に冷ましにかかっていた。 

http://ncode.syosetu.com/n1057cl/19/ 

163 見てると煮えたぎってとても熱くなる。最高潮に達した後は火照った体を丁寧に冷ましにかかり、見ている人は気持ちの高

揚を得たままに自然と現実へ帰ってくる。至上のエンタメ。でんきくらげの後にどうぞ。 

https://filmarks.com/movies/57749 

164 そこから玉湯川沿いに奥に進むと、2カ所の「川辺の足湯」があります。こちらは 70℃の源泉をやや高めに冷ましであり、自

然の中で開放的な雰囲気の足湯を楽しむことができます。 

http://www.san-in-tabi.net/travel/59.html 

165 一人でビール中瓶５本位空けてる… 

そりゃあ、先輩方のお酌は断れないですよ… 

最後に冷ましで水飲んだけど… 

https://plaza.rakuten.co.jp/shimomiya/diary/?PageId=113 

166 この状況からあまり急激な冷ましをしながら窯出しをして自然緑釉を割りたくないので 

 昨日のところは窯だしができませんでした。 

https://blogs.yahoo.co.jp/anosiosaini/27486489.html 

167 ただし何度も繰り返して恐縮だが日足ベースでの 3 月末の過熱から十分な冷ましを一度も見せていないうちは上昇できない

だろう。 

http://ameblo.jp/dokuman/entry-10244508747.html 

168 沸とう湯沸し後、設定保温温度までへの迅速な冷ましが可能で、しかも外気温度の影響を受けない正確な設定保温温度への

湯温低下検知と同湯温検知後の高精度な保温制御が可能な調乳ポットサーバー方式の調乳器を提供する。 

http://www.j-tokkyo.com/1995/A47J/JP07275124.shtml 

169 ドライヤーで乾かす時に 

重要な冷ましが無いのでは…？ 

http://ameblo.jp/hiro-naito7112/entry-12211153269.html 

170 お仕事大変です。 

エンジンは全開！を越えて、オバーヒートです。 

急激な冷ましに気を付けないと身体に亀裂（ヒビ）が入りそうです。 

明日を乗り越えれば３連休ですから。。。 

https://blogs.yahoo.co.jp/kfukuhara57/64342319.html 

171 とまるでホラー映画のワンシーンに出てきそうな目の動きはバケモノであろうかと思わせるには充分過ぎるものだった。 

急激な冷ましで冷静さを取り戻したアブルは肉体変異を始める。 

http://ncode.syosetu.com/n3852ce/65/ 

172 熱々のワンタン、 

早く食べたくて、中途半端な冷ましで、アフアフっ   パクっ 

トゥルトゥル〜〜！！！ 

https://ameblo.jp/d-nakajima/entry-12234993407.html 

173 今はもっと燃焼時間少ないんじゃない、うちの親戚 50分で骨上げだったな、冷ましや調整が 10 だとして、40分間燃焼で骨

になるんだなあ。殆どジェットバーナーだな。で、今は点火はパソコンのクリックてポチっとやるらしいが 

http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/sousai/1311159630/ 

174 今日はこのパウダーを使ってシフォンケーキを焼いてみました冷ましをちょっと失敗して形が崩れた＆ブルーベリーパウダ

ーの色が暗くなってしまいましたが 無添加のフルーツのパウダーを使ったケーキってとっても嬉しいし美味しかったです

なんだかいつもよりふわっふわに仕上がりました今度はこのパウダー 

http://monipla.jp/PFF/etp_review_item_one/pdcd-KUKKUBLUEBERRY01/article_id-209065305951691cc051382/mode-rev/ 

175 粉ミルクで最高に面倒くさいのは、『ガラス製 vs プラスチック製どちらが良い？哺乳瓶の選び方』でも書いた、冷ましの工

程ではなく、なんといっても、哺乳瓶使用後の処理、特に洗浄後の消毒の工程にあります。 

http://dadlog.net/milk-goods 
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176 二郎新代田のラー油つけめんうまかった 冷ましの時も思ったが胡麻油の使い方がうまい 砂糖も丁度いい甘さ 食べ始めは

台湾ラーメンみたいな感じだけどぬるくなってくると冷まし中華になるのね 

https://twitter.com/jirou_2 

177 一応作った後冷ましたと思うんですが、蓋の裏に水滴がついてました。冷ましが甘かったのはあると思いますが、木の機能

はウレタン塗装のため白木のものよりはないのかな？という印象です。 

http://review.rakuten.co.jp/item/1/217311_10000035/1.1/?l2-id=category_item_review 

178 、、２窯焼いたが、、最初の２鉢、、割れた、、割れた、、冷ましが早かったらしい、、？、、上白磁＆透明白磁、、糞、、もう白磁

はやめる、、駄々っ子です、、（＾＾； 

http://uwanuriya.blogspot.jp/2011/05/blog-post_29.html 

179 途中で助手の方から麺量を確認され、「冷ましの少なめ」を告げました。冷ましにする場合は 50 円を現金で、席についてか

ら置きます。 

https://ramendb.supleks.jp/review/999800.html 

180 冷ましは高温のうちに、植木屋さんに準備してもらっていた松葉の中に１分間ほど埋めて、一種の還元状態にして黒く仕上

げ、最後にベンガラを施して完成です。 

https://blogs.yahoo.co.jp/rokujohkoukokan/17408715.html 

181 こればっかりお代わりして食べてましたから、白米の存在をすっかり忘れておりました。冷ましは完璧。 

http://ameblo.jp/nomama-me/entry-12279362519.html 

182 桃花紅（桃花片）と呼ばれる辰砂釉は、辰砂釉がピンク色から透明性の強い緑色に変化するような状態を指しますが、これは

焼成の段階から冷ましの段階で、徐々に酸化されてしまう状態のようです。 

http://kumagaitouryou.seesaa.net/archives/201009-1.html 

183 

 

チェックインまでに間に合わない。 

ご要望もお客様は露天付きの部屋だったので 

早めに一気に貯めて一杯になってから冷ましにかかった。 

http://blog.livedoor.jp/santousui/archives/2015-02.html 

184 

 

今日は、電気窯の方も本焼きから冷ましに入って夕方、 

開けられるので Tomちゃんの猫が気になります 

http://yume.eshizuoka.jp/e1071046.html 

185 本日は、ランチからなかなかお忙しくて、仕込みと片付けにかなり時間が かかりました。   今焼きあがりましたので・・・

今から冷ましに入ります( ̂ ^) _U~~   本日、同級生でもあり、お客さんのホワイトレディさんに 女度アップの、ご指導頂

きました・・・。 

https://blogs.yahoo.co.jp/v_v_v_vambo/folder/212369.html?m=lc 

186 小倉さんは学者として誠実なのかもしれませんが中村さんの話にちょっとは乗っかってもいいのではないかな。始めから冷

ましにかかってるのが凄く気になりました。対談だからある程度の事実誤認はお目こぼし OKだと思います。 

https://www.amazon.co.jp/%E5%B9%B8%E7%A6%8F%E8%AB%96-%E5%B0%8F%E5%80%89-%E5%8D%83%E5%8A%A0%E5%AD%90/product-

reviews/4000228617?pageNumber=2 

187 ちょうど見学させていただいた時は、蒸しから冷ましに入っており、あたり一面蒸気に包まれました。 

https://www.shochu-kikou.com/interview/151217.html 

188  ブームが加熱しすぎてるから冷ましにかかってるのかな？   

http://ookami.doorblog.jp/archives/66432878.html 

189 おしゃれホーロー鍋。オーブン調理に対応しているので、他の器に移すことなく冷ましまで行うことができます。 

http://www.ho-ro-senka.kitchen-shop.jp/goods_13115-te.html 

190 オーブンから冷ましまで 

テリーヌを作るときの「オーブンで焼きいれ」と「冷まし」を１枚でこなせるストーンウェア。 

ホーロー掛けで 230度の熱まで対応し、冷蔵庫に入れて冷却・保冷も可能です。 

http://www.ho-ro-senka.kitchen-shop.jp/goods_2524-32.html 

191 成型品を丸 2 日間かけて焼きいれから冷ましまでをゆっくりと独自の方法にて行います。焼入れにより素材本来の強度が発

揮され、ゆっくりとした冷ましは素材の応力除去（Stress Relieving）を行い素材の結合度を高めます。 

http://www.racinggear.co.jp/brakerotor.html 

192 古い豆はふっくら軟らかくはならないと言われますが、どうしてどうして、新豆と同じように膨らんで軟らかく仕上がりま

した。 

いつもは、普通のお鍋を使って、もどしから冷ましまで３日がかりなのですが、今回は初めて圧力鍋を使ったので、所要時

間は約４時間でした。 

http://nohohonkajika.hatenablog.com/?page=1292807627 

193 葉っぱを洗って、500cc の水に入れ 250cc になるまで煮詰めます。濾してから冷ましで飲みます。１週間に３〜５回飲

んでください。 

https://twitter.com/i/web/status/779843493602529280 

194 生麺の作ったのって、ほぼ 1年ぶりじゃないかなぁ～ 

「冷まし」じゃなく「冷やし」じゃね？ 

…と思った方… 

ﾜﾀｸｼ、水道水で熱を取っただけ～ 

冷水使っていないから「冷まし」でいいんですよ～ 

http://cc9.easymyweb.jp/member/katatsumurivitz/default.asp?c_id=44297 

195 濃い目の白だしで煮ては冷まし、煮ては冷ましを３度繰り返す こんにゃくは味を吸い難い食材 煮てばかりいては味はこ
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んにゃくに染み込まない また煮すぎるとこんにゃくにスが入るのは周知の通り、１０分煮て、指で触れられるまで冷まし

を繰り返すだけ味も染みるというもの 

https://blogs.yahoo.co.jp/smilestreet/34173143.html 

196 撮影も魚体に余裕が無いとしないし、水面から体引き出さないし。残念がられる。 

それはこっちまで冷ましにかかる行為だと是非肌で感じて欲しい。 

少なからず確実に僕みたいのも居る。 

https://blogs.yahoo.co.jp/tomotojerry21/14164093.html 

197 バネ材を使用し、場所によって焼きや冷ましをして、バネの性質を持たしたり、強硬にしています。 

http://www.jplampwork.com/marco.htm 

198 備長炭による還元法や酸化法、焼きや冷ましの複雑な繰り返しにより、何と一週間も費やした。その間、数分おきのテスト・

チェックで場を離れられなかった。そして全くの未経験でありながら絶妙の融和点で完成された。 

http://mahoroba-jp.net/elxir/concept/concept_2_minfrm2.htm 

199 加熱→冷まし→加熱→冷まし・・・ をかなり繰り返すとか。今はなき「エル・ブジ」では 原型がわからないよう粉末にする

調理法 もやっていたではないか。既に命を絶たれている食材とは言え （加熱や冷ましの繰り返しや粉末という）いたぶり

をして良いのか 

http://tomosato.net/weblog/%E9%A3%9F%E6%9D%90%E3%81%AB%E6%95%AC%E6%84%8F%E3%82%92%E6%89%95%E3%81%A3%E3%81%9F%E

6%96%99%E7%90%86%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A0%EF%BC%9F/ 

200 偶に、急須や冷ましの底に、油滴のような跡があるモデルがありますが、これは火、灰、土に含まれるミネラルによる焼成反

応で生じた模様であり、偶然が織りなすいたずらです。これらについては、個々の茶器の個性として捉えてください。 

http://hojotea.com/jp/posts-1012/ 

202 窯元に行ってパイプを受け取る。 

注文したのは二本だったが焼きや冷ましの過程で破損する可能性がある。 

それを考えて窯元は四本作ったが全て無事に出来ていたそうだ。 

追加料金は要らないとのことなので何度もお礼を言ってありがたく頂いておく。 

http://ncode.syosetu.com/n6007df/59/ 

203 確認する一花へ逆に洋子が問えば、あっさりと答えが返ってきた。この手のちらし寿司ならば具材はご飯が炊けてから混ぜ

込めばいい。にぎり寿司も現場で握るなら蒸らしや冷ましの時間を移動時間に充てて時間を稼げるという事だろう。 

http://t-walker.jp/sr/adventure/rp.cgi?sceid=19244&comment=on 

204 ガラスの量や冷ましのスペースの問題があるからです。 

この大物を取るときは、 

集中力も高まり、緊張感も気持ちいいものがあります。 

http://kohakuglass.yoka-yoka.jp/c21860.html 

205 作品を充分に乾燥させること、作品の厚みを均一に心がけること、焼きや冷ましの段階で急激な温度変化を避けること、こ

の３点に気をつければどなたでも気軽にチャレンジ出来そうですよ。   

http://fuuma-mfuk.com/sfs2_diary/sfs2_diary/200409.html 

206 日本は寿司に適したもっといい品種いっぱいあるから  

そもそもどんな水、釜で炊いているのだろう  

蒸らしや冷ましの時間はどれくらいだったのか  

チョンの事だからその品種にあったベストの状態で寿司をつくるなんてやってないんだろうな  

http://www.wara2ch.com/archives/7091412.html 

207 むしろ 3.2mmのほうが温めや冷ましに時間がかかるので多少世話がやけます。  

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/cook/1364481887/ 

208 小松菜と肉別々で漬け置きや冷ましから混ぜ合わせとかでチト面倒じゃが😅😅💦 

昆布茶で味付け小松菜に生姜効いた肉で🍚進むくんだよ〜〜ん😋😋👍  

我が家は豚ひきだけど😁 

https://snapdish.co/d/WnH4La 

209 そして加熱後にフタをすぐに開けず、 蒸らしで仕上げの熱通しをしてみてください♪ 煮物系のお料理も、蒸らしや冷まし

で、 食材に味がよくしみ込みますよ 

https://twitter.com/hashtag/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B 

210 その後、予期せぬ爆発や、冷ましでのひび割れなどをくぐり抜けて、秋終わりにようやく仕上がったのが、こちら。 

http://yoichiromorimizu.blogspot.jp/2016/01/blog-post.html 

211 ※急激な焼入れや冷ましは素材が生成される過程で、内部にストレスを溜め込みます。 

http://www.racinggear.co.jp/brakerotor.html 

212 伊香保や四万を知っている方だと、足りなく感じると思います。調整していたのがわかったのですが、例えば食事後は冷ま

しを止めて熱湯にしたりすると、多少の温度変化も楽しめますし、個人的には嬉しいのですが、贅沢な提案ですか。 

http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/67036/review.html 

213  電気窯での窯出しです。焼き物の発色は、釉薬・焼成方法だけでなく冷ましの時間の長さも影響します。 

http://material.miyazaki-c.ed.jp/ipa/minoyaki/kama_sagyou/koujyoudenokamadasi/IPA-min160.htm 

214 

 

本焼きが終わって、今日は冷ましの一日。 

朝から体調がいまいちなので、二階で本でも読んでゴロゴロしようと題名も見ないで文庫本の中から一冊を引き抜いた。 

http://kuskusf.exblog.jp/23373411/ 

215 昨日は窯焚き、今日は冷ましの日。  

明日からは窯出し、そして「新十津川陶芸祭」の準備で忙しくなります。  
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http://toukihare.blog102.fc2.com/blog-date-20120612.html 

216 今回は日曜大工しながら。。。 

5/16は、冷ましの時間。。。（これも焼きの一部です） 

http://blog.goo.ne.jp/nejidiary/e/864a7421e3657364b4d4ccacf03fb26d 

217 

 

素焼きまでは上手くいったが、その後の本焼きでの失敗。今回の素焼き、冷まし、本焼きという順序の中で、失敗は冷まし〜

本焼きの工程。 

https://plaza.rakuten.co.jp/mi3kikk/diary/?PageId=60 

218 連休前に海外に行くとお安いようで、プライベートや社員ん旅行などぼちぼち行った人もおられます。美的センス抜群の設

計士美穂ちゃんよりお土産いただきました。そのひとつは「冷まし」の作業で使えるサイズと耐久性。早速すし飯作りで活

躍しました。 

https://ameblo.jp/oharamina/entry-12272892939.html 

219 例によってゆっくりと時間をかけて焼いて、冷まし。一個目と違い今度は、透明釉らしさが出た。 

今回学んだことは、冷ましの時間。窯の中に入れっ放しで冷ますと、釉薬がどす黒くなるが、急速に冷やすと、発色が全然違

うということ。 

https://plaza.rakuten.co.jp/mi3kikk/diary/?PageId=14&ctgy=5 

220 ＊ガラスは冷ましの工程があるため作品のお渡しは 3日後以降（工房引取り or着払い） 

＊工房に駐車場はありません 

http://www.e-ggg.com/whatsnew2016.html 

221 その後、グラスは「冷まし」の工程を経て、2～3日後にお渡しできます 

http://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000180312/report/ 

222 適温は冷ましの胴体を手のひらでくるむようにして感じます。お茶がおいしく入ったときの温度を覚えておきましょう。 

http://www.ocha-marushichi.jp/original2.html 

223 ガス窯の窯出しです。工場での工程は、冷ましの時間も決まっています。 工場の仕事 窯日本語教材学習者 教員初等中等教

育小５ 小６ 中１ 中２ 中３ 高校 高専親 

http://www.gakujoken.or.jp/nicer/navi.cgi?mode=view&class=0&page=93420&bl=934&part=1 

224 昨日の午前中窯焚きを終えて今日は冷ましの日  

お昼は風ちゃんのおごりで東川のノマドさんでランチ  

http://s.webry.info/sp/tohjin.at.webry.info/201209/article_8.html 

225 作品の特徴は冷ましの段階まで還元を掛ける冷却還元技法を用いることで、素地が黒色に変化します。 

http://www.corner-

maruyama.com/mt/mt.cgi?__mode=view_preview&_type=entry&blog_id=7&key=e64ed8cad8982c05748aa203eca32acda35e589d 

226 後半は３月４日から 10日までの６泊７日。４日は作品を窯に詰めた後、素焼きを行う。５日は冷ましのため終日フリータイ

ム。６日からは、絵付けやうわぐすりかけの作業に入り、８日に登り窯の火入れ式をして、窯たきに入る。 

http://www.47news.jp/smp/localnews/hotnews/2012/01/post_20120130092743.php 

228 誰もが欲しがりますが、これは冷ましの窯に入れる処理をしていないし、鋭利なので大変危険だからあげるわけにはいきま

せん。 

http://fglass.i-ra.jp/d2011-10.html 

229 昨日窯たき、今日は冷ましの一日でした。 

http://rokoukama.mie1.net/d2015-12.html 

230 冷ましの中にも展示してみました。 

今日最終日にとった大皿はとてもいい感じに仕上がりました。 

が、今は冷ましの中。 

出来上がりは明日の楽しみに。 

http://kohakuglass.yoka-yoka.jp/d2012-01.html 

231 味付けは家庭料理とほとんど変わりませんが、なぜかたくさん作ると味が良くなります 🎶 

煮物は冷ましが重要と良く言われますが、火を通した後に冷めていく時に味がしみていくそうです(´∀｀*) 

https://www.facebook.com/shishikuratofu/posts/1657460274560504:0 

232 あとは、冷ましが足りないうちに型から外すと、中央が沈むことがあります。しっかり冷めるまで３～４時間は型ごと逆さ

まにして冷ましてください。 

http://minnano-cafe.com/topics/5360 

233 おでんは煮込むことで出汁が染み込むと思われますが、実は「冷まし」が重要です。 

http://kaie.jp/odennchishiki/ 

234 今回のアクセサリーの焼きあがりは冷ましが必要なのでまた後日。  

http://blog.cavo1.com/?eid=252 

235 行った日は、冷ましが発売開始だったんですが、初めて行くので、小ラーメンを。 

https://blogs.yahoo.co.jp/nmrrj520/14251422.html 

236 カジキマグロ昆布〆は旨味に欠ける。 蛤は冷ましが甘く身が硬い。 タコは柔らかく旨い。 

http://blog.livedoor.jp/bonbonjour/archives/50394059.html 

237 だから一日に仕上げる数を多くするには、冷ましが終わったら迅速に次のベニヤ板を機械に入れるのと、型枠をすばやく取

り替えるという以外にない。 

http://blog.goo.ne.jp/mocomocomocotan/c/665de45a38dc86f5e45b4c732eb89681/9 

238 割れるトンボ玉は作ったときからヒビが入ってるンですよ～ 

割れる原因は冷ましが不十分か作ってるときの温度管理が原因でしょうね 
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http://natumikan5.exblog.jp/8915710/ 

239 酢飯がべちょべちょになるのは、冷ましが足りないから。 

お米の表面の水分を飛ばすのです。 

団扇で扇ぐか、扇風機を使って冷ます。 

http://lob.blog15.fc2.com/blog-entry-133.html 

240 シフォンケーキ第 2回目 

やはり昨日は冷ましが足りなかったようで！ 

今日はしっかり冷ましてから外しました⑅◡̈* 

https://imgrum.me/user/pinoko_007/2075612268 

241 実は各種ぺヤングやきそば容器には冷ましが完璧でなくともこの湯切りより空気が循環し、弁当内部の結露を防ぎ食材の痛

みを防止する、という素晴らしい性能もあるのです（笑）。 

http://rokunonikumicyo.blog43.fc2.com/blog-date-20130311.html 

242 また、別のグループのローストビーフは、冷ましが充分でなく、薄切りしたとき、肉汁がかなり出ていた。 

和菓子アジサイは、先生の説明だけでは、イメージがわかなかったが、それなりのものができた。 

http://yasai-tukuro.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/index.html 

243 うちの子は冷ましが足りないのを口に入れちゃったら  

「うええ！」って顔してべーっと出すよ。熱さにはかなり敏感。  

http://toro.2ch.net/test/read.cgi/baby/1327840340/ 

244 ご 飯 は 冷 ま し が 完 全 で な い う ち に 盛 り 込 ん で し ま い ま し た 。 小 豆 ご 飯 に 梅 干 し も  

食 べ て 感 じ て み ま す 。  

https://twicopy.org/maaaimaii01/ 

245 お菓子は冷ましがいるから時間かかるんだな 

http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/akb/1486989848/ 

246 そして、「生駒屋」の“ころ”最大の特徴は、お汁の温度がひやひやではないこと。 

“ころ”を冷やしとノタマウ皆様が多い中、筆者思い出の“ころ”は冷ましに近いんですね。 

http://nagoyalnago.blog75.fc2.com/blog-entry-286.html 

247 本日２日目の素焼き。窯出しには少なくとも冷ましに２日かける。 

http://ceramic-works.jugem.jp/?month=201110 

248 窯で 9～11 時間焼き、冷ましに２日。これを２回連続で繰り返し焼いた。大物のときは、特に冷ましに時間をかけます。小

さい窯のときは、冷ましに二日以上かかるように、窯によっても違うから一概には言えないけれど、日本の古来の「玉釉」の

炊き方で焼くと、日本の気候にもあった、実用建築可能なタイルになるました。 

http://pocotiles.exblog.jp/m2012-05-01/ 

249 ココの良いところは何と言っても快適！！広大なテラスは冷ましに丁度いいです!(^^)!緑の人口芝生が敷いてあり寝ころべ

ば空はパノラマ、あなただけのものに(笑) 

http://ganbanyoku08.blog.fc2.com/blog-entry-3.html 

250 釉薬調合 今日は素焼きで、明日は冷まし で明後日に釉薬掛けと窯入れ 次の日に本焼き。 

http://cubub.com/%E9%87%89%E8%96%AC%E4%BD%9C%E3%82%8A 
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31．「覚まし」に関する用例 

番号 用例 

1 瞑想伝授を受けたのにすぐに瞑想をやらなくなってしまった方、やめてしまった方が多いと思います。 伝授から始めの 2ヶ月

が一番やめやすい時期です。瞑想の覚ましが上手に出来ていないと、瞑想が何かも全くわからないし、変化もほとんどわから

ないからだと思います。 

https://www.facebook.com/pg/%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%B9%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%90-

1376564765971662/photos/?tab=album&album_id=1422489851379153 

2 

 

せっかくの休み。もっと寝ダメしたかったのに、マンション 2階の女の覚ましが朝 5時〜7時前までの 2時間鳴りまくりｯｯｯ💥

お前ｯｯｯ❗❗❗はよ起きろや 

https://www.garow.me/tags/%E8%87%AA%E6%A5%AD%E8%87%AA%E5%BE%97%E3%81%98%E3%82%83 

3 

 

机に置いてある携帯の覚ましが鳴り、止めようと起き上がると体が痺れていて体が言うことを聞かない。 

http://torotei.blog8.fc2.com/blog-date-200505.html 

4 

 

｢なにしてるの〜｣って質問したくせに、動画撮ってて話聞かないやつ←笑 

朝は 2人の覚ましが同時になってうるさかったぜ笑⚡︎⚡︎⚡︎ 

https://yell.dmm.com/apps/article/529600/ 

5 1P+Kコンボや壁コン時はかなり覚ませるもののその他通常コンボでは意外と覚めないので 

ディレイ 6PPなどの覚ましは常に意識する事が大事。 

http://oir.blog24.fc2.com/blog-entry-1197.html?sp 

6 

 

人の覚ましを聞きながら寝ます。 

https://twitter.com/i/web/status/863941190231629824 

7 

 

昨日やっぱり朝から動いて疲れたのか帰りの地下鉄ではりゅんと話しながらも寝かけてたし(ごめん)帰ったら朝まで爆睡

…(:3[＿＿＿] からの覚ましで飛び起きてすぐチャリとばす朝(´･_･`)時間ないから昨日差し入れでいただいたドーナツの残

り食べたよ…ありがとう… 

https://twitter.com/i/web/status/858976534882770944 

8 

 

僕がケータイの覚ましで起きれない、ホントの理由がわかりました。 

http://blog.livedoor.jp/freedom_____/archives/2008-04.html?p=2 

9 何時もは目覚ましが鳴っても気が付かない主人が今日に限って、4時半の覚ましで気が付いてくれたおかげで 

http://blog.goo.ne.jp/demaekituke/e/f7b7a59c7864680b6b2c8666be13fbee 

10 

 

朝トリックマスター君の覚ましで起床。 

どうやらトリックマスター君が先に起きたらしく俺がセットした目覚ましはお互い気付かなかったらしい・･･ 

http://www.geocities.jp/projectgabg3/nenmatuohu2004.html 

11 

 

この記事にも載っているように、覚ましが鳴ったら窓を開けて、新しい空気と太陽の光を浴びることや、朝食を食べ身体を温

めるなどを、毎日の習慣にしてみましょう。  

https://www.vicolle.jp/themes/3066 

12 

 

【反省枠】「事前に覚ましを必ずかける」「携帯で毎週日曜に設定する」と宣言するが、じゃあライデンさんは何だったのだろ

うか、反省としてＧＷ食べ物ゲーム RTA一人駅伝を検討します！ 

http://dic.nicovideo.jp/l/%E8%96%84%E5%8A%9B%E7%B2%89 

13 

 

ですから、寝ついてから６時間・７時間半・９時間たったころに覚ましをセットしておくと、心地よい朝を迎えられます。 

http://capochan.exblog.jp/i2/ 

14 

 

１ ９６９ 年８月 ３日（ 日）  

５ 時 半に 覚 まし をセ ッ トし て おいた ので、  

荷 物をま とめて ６時に は出発 の準備 が整い ました 。  

http://ymweb.exblog.jp/13948332/ 

15 

 

一旦止めてもスムーズ機能で何度も鳴るので 

その度に私は岳に 

「目覚まし止めてくれよ～～～」 

と泣きを入れ、岳はその度に覚ましをバンバンと叩き 

鳴りやまない目覚ましを見つめて途方に暮れてしまうのだ。 

http://www.goe-goe.com/topics/topics.cgi?page=319 

16 

 

土曜日えあさんの発光式が行われるということで、ちょいネムだった私は 

集合時間の９時目前に覚ましをセットしてぷち仮眠。そして目覚ましで起きた。まぁそこまではいい。 

問題はその後だ。あーおきなきゃなーと目覚ましを止め、 

http://takamokuroku.blogspot.jp/2005/09/ 

17 

 

朝起きる時間に覚ましをセットすると、照明がおよそ３分かけて朝日が昇るように部屋全体を明くし、時間になると自動的に

ベッドが起上がる。 

http://recorddiary.blog62.fc2.com/blog-date-20091101.html 

18 あと３分あと３分と覚ましを鳴らして 

何時か聞くと１０時前と 

目覚めてジム用の時計は２分進んでいるのが少し気になるのですが 

大体の時間が分かったらいいや！ 

とここ数か月そのままで見ています。 

http://0129938.blog.fc2.com/blog-entry-967.html 

19 慣れないんで、覚ましをかけないと起きられません。がそのうちにリズムが出来てきて 5 時半といえば目が覚めるようになり
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ました、人って不思議です。 

http://djebel.livedoor.biz/archives/2013-01.html 

20 疲れはとれないし、何個も覚ましをかけてやっと起きれるような状態で、目覚めの悪さがとにかく悪かったのですが、このサ

プリを使うようになってあんなにひどかった寝起きが改善されてきました。 

http://xn--r8j9jsae1bm7t2a4frb5a8ib9jq504ckca709cryrev1c1gve5epx6ctn2n.xyz/ 

21 相手の飲酒量にもよるが今回は前以上にダメージよりも覚ましを優先したい。 

http://oir.blog24.fc2.com/blog-entry-1197.html?sp 

22 私も、１０時頃から１１時頃まで、見ようとしたのですが見れず、 夜中に覚ましをかけて、起きようとしたのですが、止め

てしまいとうとう見れませんでした。 残念！！ 

http://www.muroto808.com/blog/archives/cat7/ 

23 サンデーはドリンクバーのために、かつ新幹線内で思いのほか酔ってしまったのでその覚ましで、頼みましたがさすがのおい

しくもまずくもないジョイフルクォリティーよ(^_−)−☆ 

https://www.facebook.com/pages/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%AB%E5%8F%AF%E9%83%A8%E5%BA%97/15102034

4920134 

24 ジリリリリー けたましい覚ましで目を覚ます いつもと同じ変わらない日常 私にとっては地獄の始まりのようなものだー と

か考えながら制服に身を包み、自室をあとにする  

http://ncode.syosetu.com/n9991ca/2/ 

25 10分〜瞑想、47分〜「瞑想の覚ましは、念入りに行いましょう。意識がしっかり目覚めていないうちに活動すると、思わぬ失

敗をしてしまうもの。 

http://www.ustream.tv/recorded/99934214 

26 ２日酔いの覚ましにについて教えてください。 

毎日晩酌しますがついつい飲みすぎてしまいます（飲む量はビール大１本＋焼酎２合くらいです） 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1143459016 

27 王子に職場があった時は良く二日酔いの覚ましに行ってました^ ^ 

https://twitter.com/i/web/status/792935905405218816 

28 「ヘジャン」とは漢字で表記すると「解腸」。胃腸を整える、消化を良くするということから二日酔いの覚ましに飲まれたりす

るようになったのです。 

https://allabout.co.jp/gm/gc/78504/ 

29 北見のハッカ買おうかなあ 

眠気仕事の覚ましにいいかなｗｗ 

http://chipusan.boo-log.com/e218461.html 

30 一回通ってわかった人は「あっ、また鳴るな」って期待するし、眠気の覚ましにもなるし。 

http://takaidanews.blog77.fc2.com/blog-entry-48.html 
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32．「知り」に関する用例 

番号 用例 

1 

 

社員途用に関しては知り合いの知りを介して約束を頂いているため、派遣会社には秘密との事なので現在は派遣会社としか連

絡が取れず、分かっている事は時給と日勤夜勤で生産ﾗｲﾝの仕事、ﾌｫｰｸ経験有だから雇うと言う事だけです。 

http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=951684 

2 

 

私の友人は料理がうまいのですが、先日、万が一だと書き込まれたそうで落ち込んでいました。プロフェッショナルは場所を

移動して何年も続けていますが、そこの知りを客観的に見ると、悪いであることを私も認めざるを得ませんでした。 

http://www.happynewyear2015x.net/ 

3 

 

職場には結婚相手になりそうな独身の人がいない、でも出会いがないと嘆く人は、深層心理で「出会いはあまり求めていな

い」のではないかと思うの。知りをしていないように振る舞おうとして、異性と出会えない理由や、男性の結婚が引き出さ

れてきたのです。 

 http://loose-confuse.xyz/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E5%8D%83%E6%AD%B3%E5%B8%82%E3%81%AE%E5%A9%9A%E6%B4%BB.html 

4 40代後半の男ですが、 

若い時は、周りには少なかったし、2組ぐらいそれが原因で離婚しました。 

でも、たくさんの知りのなかで率で言うと極僅かでした。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14116676344 

5 お施主様と当社が 共通の知りの電気屋さんよりご紹介して頂き、相見積のうえ当社を選択して頂きました。 

https://www.meister-shunan.com/work/reform-41/ 

6 

 

私の知りの中国人のお嬢さんあっちこっちあざが出来ては消え、消えては出来、普通ではなかったです、顔が青白く、体も細

いし、病人のような顔をしていました肌も透き通るような色、しかし白血病ではなったです。  

http://bbs.jpcanada.com/log/16/14608.html 

7 さすがにオネエの知りの写真だけで記事を書くのもアレかと思って 

美味しそうな食べ物でごまかしてる感が否めませんが、 

この「晴京」さんは絶品ですのでお勧めですｗ 

http://bongu333.blog107.fc2.com/blog-entry-584.html 

8 介護事業者や政治家に役人が補助金に助成金を労働者に回す様にしてあげないと！僕の知りの事業者代表者は助成金に補助金

使って、車に良い時計に飲み屋のねーちゃんにつかってますよ！ 

http://www.insurance4u.info/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AE%E7%94%9F%E3%81%8D%E5%9C%B0%E7%8D%84%E3

%80%80%E8%B2%A7%E5%9B%B0%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%A8%E8%B1%AA%E9%81%8A%E4%B8%8A%E5%B1%A4%E9%83%A8%E3%81%AE%E7%B5%

B6/ 

9 

 

ありがとうございました。確かに私の知りのチエロ奏者は１台、２台と数えているようです。 

https://www.strad.co.jp/faq/?pageno=193 

10 ブルームのことを語り合える相手なし。一人か二人の人間に問題の章を貸したが、彼らの知能は私の知りのレベルだ。 

ジョイスはフランク・パジェンへの手紙にそう書いた。 

http://blog.livedoor.jp/book_news/archives/34395979.html 

11 しかしながら二人が出会ったのは数年前とのことで、どうやら女性が十代の頃からの知りのようですね。 

https://ryuuseinogotoku-

trend.com/%E6%B5%85%E8%B6%8A%E3%82%B4%E3%82%A8%E3%80%8120%E4%BB%A3%E4%B8%80%E8%88%AC%E4%BA%BA%E5%A5%B3%E6%80%A7%

E3%81%A8%E7%B5%90%E5%A9%9A%E3%81%A7%E6%9C%AB%E6%88%90%E7%94%B1%E7%BE%8E%E3%81%95%E3%82%93%E6%B6%99-439 

12 

 

父の知りの方が生産農家で毎年 8月に送られて来るマンゴーは最高です。 

http://youmone.blog71.fc2.com/blog-date-200707.html 

13 ゆぃゆぃパーンチ！！ 

ゆぃゆぃ推しの知りの子と連番して 

撮る前にかなり喋ってたら係員の方から強気で撮りますよと言われ 

http://twisave.com/graine_cheriko8/2016/2/7/p:8 

14 このお店は私の知りの H社長の友人が経営しているお店だそうで、 

すごく期待していました。 

http://www.greatcompany.jp/archives/2008-07.html 

15 件と並んで見えるビール会社の知りの巨大な雲のような物体も、明らかに異質です。 

http://hostgatorstep.com/%E8%A1%A8%E7%9A%AE%E5%89%A5%E9%9B%A2%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81

%84%E3%81%A6/ 

16 

 

オリジナルカードによりあなた様の知りになりたいことをわかりやすくお伝えいたします。  

http://www.urap.jp/tellers/profile/1934/ 

17 

 

というか、こんな凄い人が僕の知りだなんてｗｗ 

自分でもびっくりｗｗｗｗ 

http://fdcolors4.exblog.jp/13646213/ 

18  何人かのアーティストが、ジェームズジャービス、ルーシーMclauchlan、ステファンマルクス、ジョシュ Petherickのような

少し多くの知りであり、リックマイヤーズけれどもここのアーティストのうちのすべては、それらの与えられたフィールドと

you窶冤 lによく落ち着きます 確かに、たくさんのそれらの名前を知っている 。 

http://www.art-it.asia/u/meisai 

19 

 

いつもの要領で、コンタクトに過酸化水素の洗浄液をレンズにポタッと垂らしてゴミを取り除きそのまま目に着用。 

これ、やってしまったことがある方はすごく分かると思いますが 

（今のところ私の知りで同じ失敗をしたと言う話しは聞けてませんが） 
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http://ryugaku-tom.com/contact 

20 「木谷会」の人たちとも昔からの知りで、今では囲碁界にはなくてはならない貴重な記者になっている。 

http://tsudanumaigo.blog72.fc2.com/blog-date-200909-2.html 

21 

 

友達がここの奥様との知りで元アイドルだと聞いて初め興味本位で行ったら 

奥さんらしき人はいなかったけど、先生がとても丁寧で麻酔が痛く無かったです。今回は挫折しないで最後まで通えそうです。 

http://www.denternet.jp/link.htm?prf=8&gun=3&clinam=%BA%B4%C6%A3%BB%F5%B2%CA%A5%AF%A5%EA%A5%CB%A5%C3%A5%AF 

22 

 

私の知りで医者にかかることがなかったので 

数年、保険の代金を払うのをやめていたが、 

医者にかかる必要ができたので、再び保険証を作って欲しいと 

区役所に願い出たら、数年分の滞納分を払うようにいわれました。 

https://soudan1.biglobe.ne.jp/qa452937.html 

23 たいへん楽しい旅をありがとうございました。添乗の宮内さんとはモンゴルつながりでも共通の知りなどご縁があり、とても

親しみを感じました。 

http://www.kaze-travel.co.jp/bhutan/bhutan-enq/page/24 

24 私の知りは 1年だけのワークビザだったですよ。。  

もう帰国しましたが、、  

http://bbs.jpcanada.com/log/5/7206.html 
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33．「吸い」に関する用例 

番号 用例 

1 

 

この動画では、 

セカンドポジションで重要になる、 

3番の吸いを中心にブルースコードを構成する。 

http://special20.seesaa.net/article/404000241.html 

2 汗の吸いを求めるならコレ！“ガーゼ素材” 

http://www.pajamaya.com/fs/pajamaya/c/0000000759 

3 使用するボムは高速ボムのみです。吸い性能としてはそこそこで、ボムの打ち方さえわかれば並程度の吸いを発揮できます。 

 http://youyoumu.pndsng.com/reifu.html 

4 

 

切り花の水の吸いをよくする方法として、茎を水の中に入れた状態で切る「水切り」というやりかたがある。モヤシに応用し

てみよう。 

http://portal.nifty.com/2009/05/26/b/ 

5 吸着ベルトの吸いを確認中、材料と吸着ベルトの間で手を挟む。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/kaizenjirei_33.pdf 

6 

 

しばらく水につけたあとに葉を落としたり茎の先端をカットしますが、カットは水の中で２回行います。水の中で「チョキ」

「チョキ」と連続してカットします。切り口は水の吸いを良くする理由から、断面積を大きく斜めにしてください。 

http://www.danbo-ru.com/ohanasi/yomoyama006/170kiribananagamo.html 

7 2番の吸い、ソを出そうとしてどうしてもピッチが不安定な方が数名いらっしゃいましたが、今までの練習の成果をいかし、全

員クリアしました。 

http://satoruhiramatsu.com/harmonicakouza/?p=323 

8 

 

茎を針のように斜めにするのは、刺さりやすくするためと、水の吸いを良くするためです。 

 茎の長さには気を使ってください。この高さがバランスを決めます。 

http://blog.kanaisan.com/2013/05/blog-post_12.html 

9 

 

一人で生きている限りできないもの、それは、お花の水切り（水のなかで茎を切ることで、花瓶の水の吸いをよくする）。 

http://next.rikunabi.com/tech/docs/ct_s03600.jsp?p=002468 

10 コレは、初期カジリの防止の為も有りますケド、一発目のオイルの吸いを助ける役目も担ってる大事な作業です 

http://ameblo.jp/impact55/entry-12244910669.html 

11 タイラー持ってるけど ph の音の吸いがすごくいいと思うわ  でも電装系全部取り替えないとあんま意味ない希ガス  

https://mint.5ch.net/test/read.cgi/compose/1461313466/ 

12 この鼻からの吸いを 4 回（※後に修正記事ポストします！）に一回程度行うことで伴奏のリズムとタイミングがあい、バンプ

のリズムが崩れることがなくなりました。 

http://handovermemos.blogspot.jp/2012/10/blog-post_19.html 

13 普通のパン粉はザルなどに通して細かくする。 

パン粉を細かくすることで油の吸いを押えます。 

http://www4.hbc.jp/agri_recipe/list.php?selectmonthforlist=201111&selectmonthforcal= 

14 粋心 (スイシン) 

「肌に吸い込む」の吸いを粋に変えて、心まで染み透るような、というイメージで名づけました。ご検討をよろしくお願いい

たします。 

http://www.lancers.jp/work/proposals/415135 

15 バキュームは至近距離でしたらまずまずの吸いをしてくれて満足しています。 

車内の清掃作業に使用しています。 

https://www.amazon.co.jp/product-

reviews/B0045FY7M8/ref=cm_cr_dp_synop?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&showViewpoints=0&sortBy=recent#R3KRH202DI

OIPE 

16 柔軟剤はやはり汗の吸いを悪くするみたいなので、冬になれば汗もマシになるだろうし一緒に洗う様にするのは冬場がいいか

もしれません。 

http://xn--

u9j8a321pc3mry1b.com/baby/%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AE%E6%B4%97%E6%BF%AF%E7%89%A9%E3%81%AF%E3%8

1%84%E3%81%A4%E3%81%BE%E3%81%A7%E5%88%A5%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AE%EF%BC%9F/ 

17 

 

桶谷母乳マッサージでは、天国でした。 

赤ちゃんを皆さんが可愛がってくれて、痛みがないマッサージで母乳の出はよくなるし、赤ちゃんの吸いを直してくださって、

上手な授乳を教えて貰ったり。 

http://mikle.jp/threadres/2268301/ 

18 各部品は漆の吸いををよくするため、紙ヤスリはかけず、鉋で仕上げた状態で組み立ています。 

http://blog.goo.ne.jp/chikuma_2008/e/2b600547ec6b189a381dba83c436ef51 

19 そして、この店の名物であるスープ炒飯（上湯炒飯）。刻んだチャーシュー・ネギ・卵・エビが入った炒飯に、たっぷのスープ

が注がれている。素朴に「炒飯にしている意味がないのでは」との疑問が払拭できないが、飯粒に油と味が染みている分だけ

スープの吸いを抑えている、又は均衡を保っている効果があるのかもしれない。 

http://www2u.biglobe.ne.jp/~hidepark/mise-keiraku.htm 

20 

 

３～５ｃｍくらい切り取り、根側の茎を斜めに切り 

水の吸いを助けるようにする。  

http://unadon.blog.shinobi.jp/%E8%A6%B3%E8%91%89%E6%A4%8D%E7%89%A9/ 
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21 また、寝間着として使用している浴衣は、基本寝ている間の汗の吸いを重視するため、のりづけはしないほうが良さそうです

ね。 

http://nanisore-club.com/yukata-nori-7210 

22 途中で、掃除機の吸いを確認する久高店長 Σ(三ω 三ﾉ)ﾉ 

http://goodonefc.ti-da.net/c197266_9.html 

23 呼吸の吐き出しを意識する。 

そしてそのあとの吸いを強くする。 

http://blog.livedoor.jp/robinsonrobin/archives/8142141.html 

24 とりあえず今日中に聖魔を７０レベルにしてみよぅ<`ヘ´> ＠２レベル。駐車場でシグナスの吸いをやってれば６倍で１０

０％いけますね 

http://d.hatena.ne.jp/milkyring/20090925 

25 生パン粉を細かくしたものをまぶし（油の吸いを最小限にするため） 

http://yukiekitchen.hamazo.tv/e4239809.html 

26 ライフ用はアクセルペダル付近にスイッチが付く。  (アイドルアップではありません踏み込み時のエアコン切りスイッチか

な？！)  アイドルアップはキャブへのアクセル踏み込み量の調整ではなく  バキュームアドバンサの吸いを調整して上げる

感じ（未確認） 

http://www.tamso.com/step_off20040626.htm 

27 スの下処理は、アク取りと、揚げる際の油の吸いを減らす為なので、しなくても OKです。 

https://cookpad.com/recipe/2553686 

28 

 

ガーゼを最初から少し湿らせて PPジッパーに持参しました。 

ガーゼ、物によっては水を吸うスピードがゆっくりなので 

時短の為に湿らせて、水の吸いを良くした状態にしました。 

http://nail-laboratory.blog.so-net.ne.jp/2014-03-28 

29 この梅もまだまだ途中…。 

一度粉固めをして最初の加飾の吸いを止めてから、しべや花のがくを重ねて盛り上げていこうと思っています。もう少し肉感

的になりそうですね。 

http://waurusi.sblo.jp/article/71420254.html 

30 今回の「イプラトロピウム」と言う気管支拡張剤は、レース中の気管を拡張する事で空気の吸いを楽にして少しでも肺に使う

エネルギーを運動エネルギーとして使う事・酸素摂取量が多くなる結果としてのエネルギー生成能力の向上を期待してと言う

考えから使ったんだろうと想像します。 

https://okwave.jp/qa/q2484251.html 

31 私は純正エアクリ部分を利用してフィルターから先に付けるインテークを開発して欲しいですね♪ 

馬力の低い車は下手に吸気を弄らず、純正のエアクリの吸いを適正に調節してやれるようなインテークが合うのではないでし

ょうかね？ 

http://minkara.carview.co.jp/userid/942922/blog/25848148/ 

32 １回の吸いを長くすると早く充電終了する気がするんだけど  

仕様なの？ 

https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/smoking/1460864101/ 

33 集塵機の吸いが弱い  

https://www.comnet-network.co.jp/support/faq-laser/010.html 

34 ところが煙突の煙の吸いが悪いなど改良点が見つかったため作り直しを決意 

ピザ窯・パン窯の作り方: はじめてでもできる!石窯作りの簡単ノウハウ大公開! 

https://books.google.com.vn/books?id=JUnUlpcy8vEC&pg=PA36&lpg=PA36&dq=%22%E3%81%AE%E5%90%B8%E3%81%84%E3%81%8C%22

&source=bl&ots=syp8tOJDkZ&sig=n8dUK7mnlUy9BB6ym8EvWwtLN04&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi5jbS23N_UAhWJjLwKHX43AiMQ6AEIKT

AB#v=onepage&q=%22%E3%81%AE%E5%90%B8%E3%81%84%E3%81%8C%22&f=false 

35 

 

水の吸いがよくなります。 

https://books.google.co.jp/books?id=4j1nAwAAQBAJ&pg=PT99&lpg=PT99&dq=%E6%B0%B4%E3%81%AE%E5%90%B8%E3%81%84%E3%81%

8C%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82+%E8%8A%B1%E6%B4%BB%E3%81%91%E3%81%AE%E3%82%B3%

E3%82%B3%E3%83%AD%E3%80%80%E8%8A%B1%E3%81%B0%E3%81%95%E3%81%BF%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%A4%E3%81%A7%E6%A5%BD%E3%8

1%97%E3%82%80%EF%BC%95%EF%BC%93%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%97%E3%82%89%E3%81%84&source=bl&ots=02eA5L71tI&sig=WUpMGV

Rql8RDUAav_vumRTSNrNg&hl=vi&sa=X&ved=0ahUKEwikuuCZxLLZAhVGy7wKHal-

AOYQ6AEIJzAA#v=onepage&q=%E6%B0%B4%E3%81%AE%E5%90%B8%E3%81%84%E3%81%8C%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81

%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E8%8A%B1%E6%B4%BB%E3%81%91%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%80%80%E8%8A%B1%E3%81%

B0%E3%81%95%E3%81%BF%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%81%A4%E3%81%A7%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%82%80%EF%BC%95%EF%BC%93%E3%81%AE%E

3%81%82%E3%81%97%E3%82%89%E3%81%84&f=false 

36 洗濯機の風呂水(お湯取)の吸いが悪くなりました。 

買って２年目。１回目の吸水（「洗い」）は、ちゃんと風 

http://blog.goo.ne.jp/moonie-moonie/e/c3696dd8a78c49f2215cc2bb47212007 

37 最近排煙ダクトの吸いが悪い！厨房内が異常に暑い！ 

こんな状態になっていませんか？ 

http://k-ram.net/?p=64 

38 

 

タオルって何で新しい時は水の吸いが悪いの？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11154799346 
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39 掃除機の吸いが悪い時どうしますか。 

1年くらいで、ゴミも詰まっていないのに吸いが悪くなります。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10147215035 

40 レンジフードの吸いが悪い 

http://mizumawari.bubun.jp/blog/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%90%B8%E3%81%8

4%E3%81%8C%E6%82%AA%E3%81%84%EF%BC%81%EF%BC%9F/ 

41 

 

母乳の吸いが弱い赤ちゃん 

人工的なミルクと母乳とどちらが良いか？ 

http://blog.livedoor.jp/kyougi10/archives/9556161.html 

42 空気の吸いが悪い 

http://www.teraltechno.com/trouble/ 

43 

 

片側の乳首からのオッパイの吸いが悪い。  

http://ytchiro.c.ooco.jp/case-040.html 

44  換気扇の吸いが悪い 

吸い込みの悪い原因は、ファンに溜まった油汚れやフィルターの目詰まり。 

http://shlabo.jp/faq/ 

45 

 

現在広く使われている柔軟剤のついたタオルであれば、水の吸いが悪いことにより、柔軟剤がついていることが 

確認できます。 

http://youth-towel.com/towel/choice.html 

46 

 

日陰や寒さには比較的強いです。水の吸いが早いので土が乾燥したらしっかりあげて下さい。  

https://www.swanflorist.co.jp/products/detail.php?product_id=165 

47 

 

水の吸いが悪い？ 

本日仕事だったので、朝水遣りせずに出かけたらミニトマトみんなくたくたにしてしまいまして。 

http://plantsnote.jp/note/22130/197749/ 

48 

 

マイクロファイバータオルの水の吸いがどうなのか実験してみた！  

http://daiwariki.blog33.fc2.com/blog-entry-3060.html?sp&m2=res 

49 お風呂とトイレの換気扇の吸いが悪く、電源を入れると大きな音がします。何故ですか？ 

http://www.ch9400.co.jp/faq.html 

50 

 

一度短時間で洗い、水を切って重さを量り、水の吸いが悪いな、と思えば 5秒間長く洗おう、8秒間長く洗おうと判断します。 

http://www.kamisugi.co.jp/sake_mizu/ 

51 この木、井上さんの事務所で使っている木と違うでしょ？ 

塗料の吸いが違います。塗料が減りません 

http://rakushisha.net/uesutan.html 

52 1 ヶ月前は、乾燥で肥料の吸いが悪かった。  

http://vegetan.alic.go.jp/seiiku27/s_09_23.html 

53 ●汗の吸いが良い 

●肌触りが良い 

http://www.sinko-uf.co.jp/otasuke.htm 

54 パン粉が小さめで油の吸いが少ないのか揚げたパン特有の重ったるさがあまりないです。 

http://mognavi.jp/assessment/4275499 

55 

 

水の中でナイフで茎を斜めに切る。断面が広い方が水の吸いがいい為。 

冷房などが効いてない場合は、お水の中に氷を入れるといい。 

http://www.ouhara-shika.jp/patient.html 

56 

 

夏は強い日差しは避け、夕方に葉水をするときれいに紅葉します。春の新芽の時期は水の吸いが激しくなるの

で注意が必要です。 

http://www.sekibokka.jp/trees/57 

57 煙の吸いが悪い、排水の流れが悪い、異音がする、 

https://www.msandc.co.jp/interview/csp008 

58 

 

ただ、玄米のままだと、外側に硬い皮があるため、水の吸いが悪くボソボソとしたごはんになり慣れるまで食べにくいという

方もいらっしゃいます。 

http://www.komecraft.com/gallery/gallery_list-1668-7601-1.html 

59 

 

この時期も、まだ母乳の出が安定しないことはよくあります。赤ちゃんのおっぱいの吸いがよく、飲んだあと満足しているよ

うなら、問題はありません。 

https://www.meiji.co.jp/baby/club/category/study/grow_baby/st_grow_baby11.html 

60 5月の関東の低山で使用しましたが、汗の吸いが良く、すぐに乾きました。 

 http://www.phenixstore.com/fs/phenix/PH418HW23 

61 用紙はツバメノートが扱う高級紙フールス紙を使い インクの吸いが絶妙で書き味のよい仕上がりです。 

http://nekozane-coffee.shop-pro.jp/?pid=73385015 

62 油の吸いが良い 

お値段は、規制のヌメリ取りと比較するとしますが、安全だし、掃除の回数が減らせるので気に入っています 

http://www.bellemaison.jp/ep/srvlt/EPFM00/EPFM0002/dProdDtlMcShow?BELN_SHOP_KBN=200&KAT_BTGO=503451_880_2010_F9&

DM2_KBN=mal_mc160607__000040 

63 1人目を出産後、母乳が思うように出ない、赤ちゃんの吸いが弱いなど一般的なトラブルはありましたが、しこりができたりし
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 ても退院後に母乳外来にも何度も行きマッサージも受けたりしていました。 

https://akasugu.fcart.jp/taikenki/entry/2017/04/20/230543 

64 

 

長男を産んだばかりの頃は、やれおっぱいの吸いが悪いだの、ウ◯チの様子が昨日と違うだの、予防接種ってこんなにたくさ

ん打って大丈夫なの？……などなど、本当にささいなことでいちいち不安になったものです。 

http://srdk.rakuten.jp/entry/2016/08/23/110000 

65 

 

授乳中、ミルクの吸いが悪くなったら、哺乳瓶を前後に動かし口の中を刺激してあげると再度飲み始めることがあります。 

http://koto-ah.com/column/05.html 

66 ちょっと前友達が顔だけのエステに行ってきて、スタッフの人に二十歳過ぎると化粧水の吸いが悪くなるんですよ～て言われ

たらしいんです！ 

https://ameblo.jp/rik01194/entry-11948574507.html 

67 

 

お腹がすくから寝る時間も短く、母乳の吸いが下手で、シリコン製の乳首を付けてみたり、搾乳機で絞った母乳を哺乳瓶で飲

ませたりしましたが、ちょっと口に含ませてはダラダラと横から吐き出したり、寝ちゃったり。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/0520/316668.htm 

68 

 

でも、二人目のリス太の吸いが強く、はじめからチュウチュウ吸っているのをみると 

ウサ子は本当に吸う力が弱かったのかなと思います。 

https://plaza.rakuten.co.jp/saymaison/3009/ 

69 象牙は密度が高く、朱肉の吸いが良いため、捺印が綺麗で丈夫で長持ちします。 

http://www.kumegawashoutenkai.jp/fukuiseibundo/fukuiseibundo-02.html 

70 低レベル爪の吸いが LGoHに変更 

低レベル帯では与えるダメージが低すぎて暗黙プロパティが機能していなかったのでいい変更だろう。 

http://orzngo.hatenablog.com/entry/2017/02/23/142447 

71 調理器具を増設したが排気ファンはそのままなので能力が足りず煙の吸いが悪い。 

http://ks-brains.com/works/ 

72 

 

おっぱいの吸いが弱い？ 

サーチして授乳中に泣く理由を色々考えてはみてるんですが吸いが甘いからの様に思います。 

http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=1458283 

73 洗顔後化粧水の前につけるんですけどね。 

化粧水の吸いが違うんや。 

http://campanella0302galax.hateblo.jp/entry/2017/01/30/183437 

74 レギュレータ側のホースが破れてしまうと空気の吸いが悪くなったり、吸えなくなる。 

http://ocean-

entrance.com/2017/05/22/%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%

A7%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95/ 

75 

 

気に入ったタオルの水気の吸いが悪いとがっかりしますよね。 

同様に顔料プリントなどの樹脂加工したものも水気の吸いが悪い事を 

覚えておきましょう。 

http://www.towels-hug-you.jp/blog/dry-use-towel1013.html 

76 

 

生まれて数カ月間、赤ちゃんは母乳やミルクだけで成長していきます。赤ちゃんのおっぱいの吸いがよくなく、母

乳育児に困っているママに対して、看護師さんたちはどのようなアドバイスをしているでしょうか。 

http://ixil.info/archives/14993 

77 茄子を切った後に塩をしてしばらく置きます。あとは水で洗い流してふき取りフライパン焼くだけ。 

こうすると油の吸いが少なくてカロリーダウンになりますよ。 

http://park.ajinomoto.co.jp/qa/detail/935 

78 

 

おっぱいの吸いが悪い  

夜泣きがひどい 

http://uwanokazuto.web.fc2.com/zerosai.html 

79 

 

綿比率 80％以上なので、水の吸いがよく、どれで拭いてもきっちり拭けるのでクレームがありません！ 

http://www.uesu-k.com/concept/ 

80 

 

この頃のタオルは水の吸いが悪くって...」（最近一番多い質問です 

http://www.kyoto-wel.com/yomoyama/yomoyama10/140/140.htm 

81 柔目にした事によりスープの吸いが良くなったのか、丼底の醤油色に染まっている部分があります。 

http://goregrind3.hatenadiary.jp/entry/2016/04/06/155701 

82 しっかりと煙を吸ってくれる焼肉屋ならいいのですが、たまにダクトの吸いが弱く、煙が充満している店があります。 

http://liferare.net/life/page15.html 

83 エンジンポンプの吸いが悪い(吸わない)のはなぜ？ 

http://www.hounen-oita.com/modules/service/index.php?content_id=2 

84 一方、吸湿性が無いか悪い素材、たとえばアクリル毛布であったり、ポリエステルわたの寝具、ポリエステルの混紡率が高い

（80～100％）側生地を使った羽毛布団、ポリエステル 100％のカバー（ミクロガードなどが該当します）では、汗の吸いが悪

く蒸れやすくなります。 

http://www.natural-sleep.com/sn-cf-21hotter.html 

85 

 

暑さのためか、仕上げ塗りの時の水の吸いが良すぎて 調節に苦労しています。 

http://www.daiwa-koumuten.co.jp/ukita 

86 カラーリングは普通ですが、かなりのアクロ仕様です。 
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タンクの吸いが悪いので機首を改造してタンクの位置をかなり上げています。 

http://www.torisan-i.com/musasinokinoheya/humingcub/humingcub.html 

87 点火だけではなくて 冷めたストーブの中も軽く温めて下さい どうしても冷めたストーブと煙突は、 吸いが悪いので 最初の

勢いが大変大切です 基本的には、小さな炎を育てて大きくします 

http://www.jimmori.com/sutobu/sutobu.htm 

88 

 

 おっぱいの吸いが悪い 

http://hakusan-harikyu.com/symptoms/%E8%85%B0%E7%97%9B/ 

89 

 

ちなみに私は産後 2 ヶ月です。食事も注意して授乳も 1 時間おきなのに・・・。心配になって今通ってる助産院の先生に聞い

たら赤ちゃんの吸いが弱かったり夜間授乳をサボると生理再開しちゃうよって言われました。生理来てもおっぱいは出るから

大丈夫っていうことです。  

http://sakichi.com/02-00364.html 

90 うちの医院はﾓﾘﾀ製が 3 台、ﾀｶﾗﾍﾞﾙﾓﾝﾄが 1 台です。 

ﾓﾘﾀ製の物はﾊﾞｷｭｰﾑの吸いが悪くなったり、超音波ｽｹｰﾗｰが動かなくなったり何かとﾄﾗﾌﾞﾙが起こります ιι 

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=288527&id=16944051 

91 寿司用のお米には特に強いです。お酢の吸いが良いです。 

http://www.navida.ne.jp/snavi/4927_1.html 

92 

 

我が家も多分にもれず、半年くらいで水の吸いが悪くなってきたなー。と感じて、もしかしてダメ商品か！？と思っていまし

た。 

http://fukanonselect.hatenablog.jp/entry/2015/06/15/172600 

93 

 

母乳の吸いが悪い。 

頭の向き癖がある。 

https://www.shin-

bravo.jp/%E5%B0%8F%E5%85%90%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%

82%AF/ 

94 

 

さ ら し や ガ ー ゼ 生 地 で 布 巾 を 作 る の は や っ ぱ り 水 の 吸 い が い い か ら か な 。  

こ れ か ら も 続 け て い き ま す 。  

http://naka02.exblog.jp/26891483/ 

95 

 

茎が長くてしっかりとしており、水の吸いがよく花持ちもよいので切り花にはぴったりなのでしょう。 

http://www.yasashi.info/ke_00005.htm 

96 唐紙 － 麻や楮、竹などを主原料とした中国からの紙、脆くてやや粗い感じのする黄味の紙ですが、墨汁の吸いが良い為かつ

ては好んで書画用に使われておりました。 

http://www.hakubi-koubou.sakura.ne.jp/hakubi/erabikata-1a.html 

97 

 

上唇のスジで、短いと唇の動きが制限されます。そのため、おっぱいの吸いが弱かったり、上顎の成長が妨げられて歯ならび

が乱れます。 

http://pedomouri.sakura.ne.jp/sinryo/sinryoZ.html 

98 本当は全てのページに押したかったのですが、  

インクの吸いが良くないため、乾いてから次のページに押すとなかなか進みません。  

http://www.1101.com/techo_club/archives/30/ 

99 もともと紙の老舗で、ｲﾝｸの吸いがすごくいいとか、高級紙ﾌﾞﾗﾝﾄﾞなんですけど、一目見ただけで分かる人は分かるﾌﾞﾗﾝﾄﾞです。 

https://www.fmyokohama.co.jp/i/prog/itumo/together100206.shtml 

100  汗の吸いが良いと書かれているという場合は汗の吸いが良く肌触りが良いと考えて良いでしょう。 

http://outdoor.rash.jp/archives/cat4/cat10/ 

101 家電製品、ずっと使っていると調子が悪くなったり、機能が落ちてきたりすることってありますよね。長年愛用していた掃除

機の吸いが悪くなったり、冷蔵庫の温度がなかなか下がらなくなったりと、家電の故障は家庭の大きなピンチです。 

http://www.eco-kaishu.jp/disused-article-

colletion/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%AE%B6%E9%9B%BB%E3%80%81%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%BF%E3%82%A4%E3

%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E6%99%82%EF%BC%9F/ 

102 

 

実際、ネグレクトによる影響として、関心を共有しにくい、目を合わせない、おっぱいの吸いが悪いなど、子供にさまざまな

異変が見られていることが小児科医によって指摘されている。 

http://www.news-postseven.com/archives/20160626_424273.html 

104 異変に気が付いたのは、次男のお乳の吸いが悪いな…と感じたとき。 

http://www.dietsango.net/taikendan/syokujisippai.html 

105 キャベツに使用。特に葉物の肥料の吸いが良くなるように感じる。 

http://www.ihs-agri.jp/manure/manuer162060020201.html 

106 ヒルナンデス お得意の吸いで豆腐を食べる増田さん 音！！♡♡ 

https://twitter.com/sai_wonder/status/707052691386712064 

107 しかも途中で噛み切ることもなく、口を尖らせて最後まで１回の"吸い"でスゥーーーーーーーーーっと吸い込んで食べます。 

https://oshiete1.nifty.com/qa9006336.html 

108 

 

６番吸いから、 

ラーファラーラーーとやると 

途中のベンドが大変ですが、 

http://satoruhiramatsu.com/harmonicakouza/?p=197 

109 いずれも２番穴の吸いでベンドを強くかけたとき”キン”といった金属的な異音が混じるようになりました。 
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 http://handovermemos.blogspot.com/2013/06/blog-post_17.html 

110 基本的には、バイザーに求められるのは、 1.かぶりやすさ 2. 汗の吸いで です。 

http://onsightcanada.blogspot.com/2013/12/gear-review_21.html 

111 だが、紙巻みたいに、タバコ本体吸って、外気を含めて 2度目の吸いで肺に入れると、何も感じない。  

http://mint.2ch.net/test/read.cgi/smoking/1471430476/612-n 

112 

 

差し乳の場合、やはり吸われる事で湧くわけですから 2,3 回の吸いで口を離されると全く飲めていないとゆうことになるので

すよね？ 

またもしかしたら本当に今いらないので２、３回の吸いで口を離してしまうのでは？泣いたからといってもおっぱいであると

は限らないですよ。 

http://sakichi.com/80-03796.html 

113 以前はガムテープのコロコロでないと取れなかった 

絨毯上の髪の毛やシャロンの抜け毛もまずまずの吸いである。 

http://yaplog.jp/mayonakabodo/archive/1244 

114 長さも通常のものよりも短め、とのことで、するするっと一度の吸いで口に収まってくれて食べやすかったです。 

https://plaza.rakuten.co.jp/ukkykumi/diary/?ctgy=28 

115 便箋に裏抜けするような紙はイマドキはほとんどないけどインクの「吸い」は万年筆で書くととても気になる。 

インクの吸いで一番最初に「！」と思ったのがこちら 

http://turezurebungu.blog65.fc2.com/blog-date-200708.html 

116 パンツは購入直後にテストしてまぁまぁの吸いで良かったんですけど～ 

今はアウトドアウエア専用の洗剤で慣らしてるところです(´･ω･` ) 

http://misawa7.exblog.jp/15351074/ 

117 (赤色) 1 パブ 2秒の吸いで 50パブお知らせ点灯(赤色) ※保証について※  

http://hikaku.ngensol.com/jp/rakuten/GenreRanking/pg1/ge555000 

118 

 

ミルクを飲んでいるとすぐにムセて吐き出し苦しそうにします 

赤ちゃんの吸い方が強くなって、一回の吸いでお口の中に入るミルクの量が多すぎるようになっているのではないでしょうか。 

http://www.tamagomama.net/contents/ikuji-keijiban-a-9.html 

119 

 

母乳に比べてミルクは消化に時間がかかるため、次の母乳の吸いに影響が出ないように時間をあけましょう。 

http://www.teteo.jp/questionnaire/answer04.html 

120 

 

赤ちゃんの吸いに習った、痛くない乳房マッサージです。 

https://hidamari-josanin.jp/counseling_and_fees/medical_content/ 

121 麻酔薬が呼吸の吸いにあわせて霧吹きのようにシュッ、シュッ 

と吹き込まれる。 

https://ameblo.jp/uncle-joke-joke/entry-12006281357.html 

122 パーチメントペーパーはインクの吸いに優れ、万年筆、水性ペンなどでにじみません。 

その上、書き味も抜群です。 

http://www.cottonpaper.jp/template/business/ 

123 ① アルミホイルを被せて穴を開ける作業がないので、作るのが楽。 

本体の穴の口が大きめなので、適当に詰めても吸いが重くなることが無い。普通に作ると、やや軽めの吸いになると思う。 

http://hookah-reviews.com/856/ 

124 今回からピッグ・スクイールなどの吸いにも挑戦しています。 

http://gekirock.com/interview/2012/07/the_darkness_of_lucifer.php 

125 全身脱毛であれば、太ももはほかの吸いに比べても、効果が出てくるのはゆっくりであることを、最初に理解しておくほうが

楽です。 

http://www.rezawaribiki.com/hutomomo.html 

126 麺の吸いに呼応するように水面は見る見る自由度を失いつつ 

http://blog.goo.ne.jp/nobanonch/e/72af2a67063a057169859f5f5667711e 

127 

 

我が家も 2ヶ月の息子がいます。 

おっぱいの吸いにムラありますよ。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1356862.html 

128 

 

（お風呂上がりにミルク 60㏄は飲みますけど） 

人間の身体って不思議なモノで 

一度切れたり痛んだりすると、不思議と耐性が出来て強くなる！ 

おかげさまで痛んでいた乳首も、こうやの吸いに負けないぐらい丈夫になりました。 

http://zorome-duet6677.blog.so-net.ne.jp/2007-11-21 

129 持つところが透明でイカスんです☆ 

毛質はナイロン。少し水の吸いに不安がのこるけどいい感じです。 

http://art2ch.blogspot.com/2010/09/blog-post_29.html 

130 腹式呼吸の吸いになっていれば音は出ますが、口吸いになっていると出ないです。そこをまず点検してみたらどう

でしょう。  

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=44336&id=63370009 

131 接客業だからかな？  

休憩時間以外にタバコ吸う奴見たことないな  

いや、掃除の時間とかの吸いに逃げてる奴見たことないわ w 
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http://girlschannel.net/topics/669323/ 

132 強くなるまでの間の吸いに抵抗がないなら面白い方だとは思うよ 

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/netgame/7014/1489583575/ 

133 純正のゴムホースはエアクリの吸いに抵抗がある場合高回転でへこむようです。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/501464/car/451534/4250442/parts.aspx 

134 同調が取れればｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽｸﾘｭｰの調整でｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞは下がるはずです  

ｲﾝｼｭﾚｰﾀｰからの二次エアの吸いに注意して下さいね 

http://m.z-z.jp/thbbs.cgi/mafura/485/ 

135 頭巾。喧嘩被りでも姉さん被りでも。汗の吸いと蒸発の効率も良い。 

http://megalo.jp/metlog/ 

136 

 

母乳の場合は、泣いたらすぐ授乳しても構わないと言われますが、私の母乳の出も子供の吸いもいいようで、泣いてすぐに与

えると、飲み過ぎのせいかドバッと吐いてしまいます。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8152877.html 

137 お花屋さんでよく見かけるけど、あまりにも上品で、高価で。。。なんでしょう、４０歳以降の吸いも甘いも知り尽くし、人一

倍苦労をしてきたにも関わらず、それを全く滲ませない上品な振る舞いをされている大人の女性。 

http://soygassol.com/banana/20110224163858.html 

138 綿 100%で汗の吸いも良く、サイズ調整のアジャスター付き♪ 

ツバにはワイヤーが入っているので 

くしゃっと形を作って被ってもかっこいいですよ(^○^) 

https://ameblo.jp/park-2b1g/entry-12281037001.html 

139 

 

夜泣きがひどく、お乳の吸いも悪くて困っていました。よくぐずるのですが、原因がわからずにいたところ、こちらの赤ちゃ

ん整体に出会いました。生後 3ヶ月でしたが調整の後はご機嫌になって、よく眠ってくれます。 

http://ko2ban.com/voice.html 

140 

 

一番体の小さな子、最近食が細くてちょいと心配。 

ミルクの吸いも、他の子と違うので 

この子だけゆっくり時間をかけて、飲ませています。 

http://n-craft-h.com/2759.html 

141 汗の吸いも良く洗うほどに肌に馴染みます。 

http://www.takashimaya.co.jp/shopping/mens/amour1886/0200000031/0200000033/product.html?p_cd=0001001128&sub_cd=0

01 

142 漉き目が半紙目で目の向きが逆になります。厚めに漉いているので墨の吸いもよく破れにくい。 

http://kakaku.com/hobby/ss_0024_0007/0004/%94%BC%90%D8-%82%A9%82%C8%97p-%89%BC%96%BC%97p/search_itemlist.aspx?ss

i_tag1=200010907&ssi_tag3=200010911 

143 

 

お母さんのオッパイもよく出て（つまむとプチッ）子犬の吸いも良くて、、、おばさんは、手出しなし。 

http://www.himawari-room.jp/web_diary/diary.cgi?mode=allview&YM=201307 

144 Vapor Stretch生地を使っているので汗の吸いも乾きも優秀です！ 

http://www.fullmarksstore.jp/pc/blogs/2030 

145 酵母で作るドーナツは、ふわふわもっちり。 

油の吸いも少なくて、いくらでも食べられそうな美味しさです。 

http://petitbon.jp/index.php?topic=category02 

146 

 

麻は水の吸いもよく、乾きも早いので使いやすく、使うほど良い風合いになるのでファンが多いですね。 

https://item.rakuten.co.jp/teraki/1162-6t/ 

147 また掃除を怠ると煙の吸いも悪くなるし火災にも繋がる危険がありますので大事な作業です(*‘∀‘) 

http://nakasho.yk-

koinobori.jp/%E5%BA%97%E9%95%B7%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/%E6%97%A5%E3%80%85%E3%81%AE%E6%B8%85%E6%8E%83%E6%B4%B

B%E5%8B%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82.html 

148 

 

むしろ大きさはかなり大きく、おっぱいの吸いもかなり上手なようで、 

助産師さんに褒められていました。 

元気に大きく育ってほしいものです。 

http://hidekichi-ikumen.hatenablog.com/entry/0sai_education 

149 

 

1 ヶ月健診の際に先生から『心臓に雑音があるけど新生児にはよくある。母乳の吸いもいいし体重も産まれて 1 キロちょっと

増えてるから、2ヶ月健診の時にまた見ましょう。』と言われました。 

https://cookpad-baby.jp/talk/topic/detail/8998 

150 仕事用で２本買いましたがとても履きやすくて良好です。 

汗の吸いも良くてサラサラとしていますよ。購入して正解でした。 

http://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD136/ 

151 

 

ボディーに使われているタオル業界でダントツの人気を誇る今治タオルは、水の吸いも良く丈夫で肌触りも申し分なし。 

http://magic-room.jp/?pid=103023398 

152 通気性が悪い。キッチン、バスのスペースに窓がなく、換気扇の吸いも非常に悪い。 

https://www.mansion-note.com/mansion/1358027/review/post/7870136 

153 薬の吸いも良く、飲ませやすくて洗いやすくてすごい！！と思いましたが、毎日使ってたとはいえ、使用開始１週間で中のゴ

ムパッキンが薬を吸うと必ず外れるようになってしまい、使えなくなりました…流石に１週間は早い…と思いました 

https://www.amazon.co.jp/SKATER-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97-%E3%82
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%B7%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B8-SRNG1/dp/B010FJ1XJW 

154 メイプルストーリーの吸いのことですが 

骨やハーピーの吸いって何レベルからできますか!? 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1242157987 

155 デスボイスの吸いのスクリームを僕流独学でわかりやすく音源にしました//// 

https://tmbox.net/pl/451222 

156 今の吸いの方が破壊的な声ですが、実は負荷は今現在皆無です。 

覚えたての頃はやっぱり、シャウトやハイトーンと同じように喉を壊しながら模索してました(累計１００回以上枯らしてる) 

https://ameblo.jp/dentigire-nico/entry-11278902792.html 

157 

 

植物の水の吸いの早いこと！ 

http://tsukare-reset.com/info/964324 

158 

 

ここでは 5番の吸いのリードの先を削って半音高くしたもののことを言います。 

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Oak/4326/airabuyu-2.htm 

159 当社が保有する個人データの吸いの全部又は一部について外部委託をするときは、必要な契約を締結し、適切な管理・監督を

行います。 

http://www.eight-f.com/privacy.html 

160 

 

夜泣き、アトピー、乳の吸いの悪さ、機嫌が悪いなど骨盤の歪みが原因となることもありますので、一度ご相談ください。 

http://ko2ban.com/blog/tag/%E8%B5%A4%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E6%95%B4%E4%BD%93 

161 

 

赤ちゃんの夜泣き、アトピー性皮膚炎、乳の吸いの悪さなど、実は骨盤が原因の場合があります。 

整体後の赤ちゃんはとっても機嫌がよくなります。 

http://ko2ban.com/about.html 

162 アイコスの吸いの悪さは冷えだった？ 

http://xn--ccke1aajw3ao5gb6l1ewegz3ub5n.com/hot.php 

163 初撃においては変わらないけど、初撃以降は常に吸いの回復がついてる状態なので 

回復待ちをする機会が減るというわけです 

http://blog.livedoor.jp/poe_tacvi/archives/5279599.html 

164 左右どちらか９０度回すと、空気の流入量が少なくなるので、重い吸い口になります。 

お好みの吸いの重さに合わせて調整して楽しんでください。 

https://vapezone.jp/product/ego-aio/ 

165 汗の吸いの良さ。風通しの良さ。 

http://d.hatena.ne.jp/bizmania/touch/20050614 

166 気温が高くなると、身体は水分を空中に放出して、 

その気化熱によって体温を下げようとします。 水分の吸いや発散がよくないシーツや寝具は、その水分が逃げて行きにくいた

め、熱がこもりがちになるのです 

https://item.rakuten.co.jp/kanazawaya/300801/ 

167 洗った後は汗の吸いや保温力も高まり気持ちがいいですよ。 

http://www.suiminkan.net/sekken/settken3-H20.html 

168 ちょっと緩めな仕上がりだったけど、 

スープの吸いや馴染みもヨキで、最後まで 

一直線的に啜ることができましたよん  

http://gonta1102.at.webry.info/201708/article_4.html 

169 素材はコットン 55%とポリエステル 45%で、汗の吸いや乾きやすさなどのバランスがとれているので被り心地も快適です。 

http://www.fullmarksstore.jp/pc/blogs/1608 

170 汗の吸いや， 通気性の良い 服を着る 

http://www.city.mima.ed.jp/koyadairachuu/hokendayori/H25/7%E6%9C%88%E4%BF%9D%E5%81%A5%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A

.pdf 

171 今までの樹脂製のチップは肉厚があって針先とチップの先の視覚差が大きく、チップの穴の大きさに個体差があったり、先に

バリがあってインクの吸いや落ちが悪かったり使いづらかったのですが、これはチップ先の肉厚が薄く、針先とチップ先の視

覚差が少なく、オープンタイプなのでインクの吸いや落ちも良くて使いやすいですね。 

https://ameblo.jp/horifuku/theme-10064099551.html 

172 お花もひと粒ひと粒色の吸いや、形が違います。そちらは、お花の持ち味ですので、ご理解のうえご購入の方よろしくお願い

します*ଘ(੭*ˊ௰ˋ)੭*  ੈ✩‧ 

https://minne.com/items/7121269 

173 

 

ただ普通の長袖 Tシャツだと汗の吸いや乾きが悪くて不快この上ない。 

http://blog.livedoor.jp/nisoniso/archives/51885450.html 

174 汗の吸いや乾きが早く、お肌をさらっと保てて爽やかなつけ心地 

https://blog-tokyo.takashimaya.co.jp/kids/post/462  

 

175 

短い毛足でさわやかな肌触りが特徴的で汗の吸いや速乾性の良い「パウダー」や、風に当たるとひんやりとした冷たさを感じ

られる「スムージー」は、ベタつきやすい夏用のパジャマにぴったりです。 

https://bp-guide.jp/AXuMtxdq 

176 

 

2番の吸いや、高い音がどうしても下がってしまう方は 

音を下げないようにするトレーニング 

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Oak/4326/buru-suha-pukouza.htm 
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177 でもやると化粧水の吸いや肌の調子が全然違うんだって。 

http://ncode.syosetu.com/n9477by/85 

178 

 

あと練習方法としては、ベンドし易い穴、４番の吸いや１，２番の吸い等、特に、LOWパートはベンドの音の下がる幅が大きい

ので、分りやすいと思います。 

http://www2u.biglobe.ne.jp/~blowharp/bbs/bbs2000_06to08.htm 

179 布オムツの方が汗の吸いや通気性は格段に上です。 

一度、オンブで比べたことがあり、 

紙だと子どものお腹も私の背中もアセモできましたが、布はできませんでした。 

https://pigeon.info/soudan/soudan-14083.html 

180 僕はロディアのリングノートを使っています。インクの吸いや裏抜けもなく、書いた後は切り取ってファイルしや

すいです。  

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=176476&id=22552056 

181 その他、水の吸いや日焼けもなく程度が良くてこの値段なので GOOD。 

http://www.surfermind.net/2017/04/the-tangent.html 

182 これを商品化した人間は池沼なんじゃないかと思ってるね。  

はもちろん、ホースがジャバラになっているので水の吸いや 

http://aqua2ch.net/archives/46224576.html 

183 麻で汗の吸いや乾きがよいはずなので楽しみです。 

http://nunonap.com/products/detail403 

184 ジャクムの吸いや、グルクエなんかもいいけど、 

狩りをしてあげたい。 

http://momohanariru.blog15.fc2.com/blog-entry-2021.html 

185 

 

男児の場合は、男性の年長者、女児の場合は女性の年長者になるとのこと。 

順番は、赤飯→汁→赤飯→魚→赤飯→歯固め→赤飯 ×3セット。 

タコは、吸盤が強いことから、お乳の吸いや、幸福に吸い付くということみたいです。 

http://suzu-blo.blogspot.com/ 

186 

 

母乳の吸いやずれにくさは紙製のものに負けていても、 

何度でも洗って使えるのが経済的ですし、 

市販のパッドでは乳首が擦れて痛い場合に 

布製のパッドの方が肌に優しい場合があるようです。 

http://ninkatsu-ouen.com/?p=110 

187 麺は中太縮れ。本場では乾麺を使いますが、ザラついた麺肌、ホクッとした食感、抜群のスープの吸いなど、本場の雰囲気が

よく出ています。 

http://milessmiles.blog.fc2.com/?m&no=549 

188 

 

お陰様で安産で母子ともに健康です。産後の母体の回復や赤ちゃんの母乳の吸いなどすべてにおいて助産師さんからお褒めの

言葉を頂くことができました。自分でも予想外です。 

https://ameblo.jp/lastangeljapan/entry-12270743033.html 

189 

 

助産院に行ってみては？ 

胸のマッサージや乳頭の形、赤ちゃんの吸いなど細かく指導してもらえます。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11114491631 

190 連射速度が結構早い（何フレームかは不明。使った感じでは７フレくらい？） •武器・装備の吸いなどの各種効果も全て出る 

http://blog.goo.ne.jp/p_i_p_y/e/c08bd1eda8f7de6c421233184ced095d 

191 冷蔵庫の温度が高い、ネズミの糞、ゴキブリ、壁の穴、お湯の温度、従業員は必ず手を洗いなさいシール、喉に詰まった時のポ

スター、ハンドペーパー、イグジットサイン、フードプロテクション、ダクトの吸いなどなど。 

ただ一つ、洗浄機の故障が治ってなかったので開業はお預け。  

http://jukainy.exblog.jp/13369524/ 

192 ただ、食材が変わるごとに、紙を取り替えてくれるのですが、それが落ち着かないです。 

油の吸いなど関係してくるんだと思いますが、隣の人と比較的近いので、後ろから紙を取り替えるのに手が伸びてくると、何となく避けてしま

い、気になりました。 

https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13004993/dtlrvwlst/B260987617/ 

193 

 

[授乳指導の改善点：] 

・自身に今回問題もなかったので（母乳の出や赤ちゃんの吸いなど）、特に対応いただいたことで不満・改善点等はありませ

ん。 

http://d.hatena.ne.jp/kiyosenomori+comments02/20160725/1469409812 

194 

 

オブツーサ、水の吸いなど順調ならば植替え時期バッチリかと思われます。 

大体 9月になるのを機会に皆さん植替え作業開始が多いですし、活動前の土の更新、きっとオブさんも快適でしょう 

http://mutsuko.seesaa.net/article/55671793.html 

195 ２番の吸いから試してみるのが一番やりやすいと思います。 

「ド」が「シ b」に下がるまで根気強く練習してください。 

http://special20.seesaa.net/article/404000223.html 

196 

 

2500切ってるベビちゃんと 3000超えてるベビちゃんでは母乳の吸いからどうやら違う様です 

https://ameblo.jp/ru---ru---ru/archive1-201405.html 

197 昨日買った gloですが、1箱吸い終えた感想です。 一発目の吸いから温かいのが気持ち悪い感じが有りましたが、これは慣れ
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 で何とか出来そーです。 さすがに有害物質 90%カットの威力はノドや肺への負担が無いと言っても過言ではありませんし、楽

な感じの実感あり。 

http://trendhashtags.com/user/89.m.h-2325151301 

198 

 

１０穴ハーモニカでＫｅｙＣの２番穴の吸いは、のどを開くようにすると聞いたのですが、僕が吸って音が出る時は のど自体

も開くのですが のどちんこの当たりを上に広げる感じでいいのでしょうか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12155905472 

199 

 

綿 100%の一般的なタオルに比べても、もふもふタオルのほうが、 

水分の吸いはかなり良いということ。 

正確な数字ではないけど、感覚としては 2倍近く吸いそう。 

http://daiwariki.blog33.fc2.com/blog-entry-3060.html?sp 

200 クルマを運転しながらの吸いは技術を要する、ハッキリ言って不向き 

http://ch.nicovideo.jp/jmhome/blomaga/ar1122172 

201 また Deadly Strikeや高い LSも付いており、早いベース速度、防御力無視、Decrepifyの効果も合わさって、傭兵の吸いは劇

的に安定する。 

http://wikiwiki.jp/d2x2ch/?The%20Reaper%27s%20Toll 

202 枠の女友達と二人で、金曜の１９時半に訪問。 

全席個室で喫煙可、ダメもとで予約時に出来るだけ空調のきく場所、とリクエストしましたが、やはり煙の吸いはイマイチ。仕方なし。 

https://tabelog.com/saitama/A1103/A110301/11005147/dtlrvwlst/B113121366/ 

203 空気が通らない状態から通る状態に一瞬になりその差分でドローの強さが感じやすくなります。 

私の目安は、ブレスコントロールがしやすいシガレットを吸っている時位のドローをいつも目指しています。 

この不連続の吸いは、私にとって把握しやすい方法です。 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~kogloft/paipehaowto.html 

204 

 

まだ術後まもないので、今後の経過がどのようになっていくのかは分かりませんが、その方がおっしゃるには、おっぱいの吸

いは少しずつ良くなっているようです。 

http://www.tanaweb.co.jp/blog/archives/2012/01/post_650.html 

205 

 

フワフワで気持ちが良いです。発送も早かったです。お風呂においてますが、水の吸いはよいと思います。  

https://item.rakuten.co.jp/shimada-ya/425-20880/ 

206 綿製ですから汗の吸いはすこぶるヨロシイですけど首元がだんだんよれて伸びてきますので果ては単車掃除の雑巾にでもして

ください。 

http://www.onmitsu.net/cub/o_net/4th/ageru.html 

207 

 

力強い吸いは、苦手側のおっぱいにしっかり刺激を与えてくれます。 

利き乳ではない逆に替えます。  

https://ameblo.jp/babu-babu-org/entry-12188708493.html 

208 

 

少しばかし成長したように見えますが 

やはり水の吸いは少ないです。 

恐るべし成長抑制剤。 

http://aquces-cusp.dreamlog.jp/archives/cat_970332.html 

209 

 

曲中の吸いはなるべく瞬時に行なう。前にまとまった休みがある場合は、曲の始めと同じようにする。 

http://fumusic.fc2web.com/404.html 

210 

 

水彩やアクリルに向いていて、重ね塗りしても剥がれてこない強さがあります。  

水の吸いは悪くないですが、吸い込むのに時間を置かないとなりません。  

http://dancolor.com/painting/paint%20goods/paint%20goods%203.html 

211 お掃除中の音はやや大きめだが、580円という価格を考慮すれば文句は言えない。 

ゴミの吸いは予想以上によくて満足。 

http://patadegato25.net/2017/03/05/post-503/ 

212 今さらながら夜ジョグに BUFFを使い始めたんだけど、汗の吸いは良いし通気も良いし適度に保温性もあるしで最高やねコレ。 

http://climber-navi.com/mont-bell-chameece-jacket/ 

213 例えば綿 100％の素材の肌着であれば、汗の吸いは良いですが、なかなか乾かずに、結果長時間肌の上に汗が滞留してしまうこ

とになります。 

https://hoiku-shigoto.com/report/trouble-at-work/prickly-heat/ 

214 

 

入り口はチョロいハモニカですが、2 番の吸いはトランペットと同じで、そう易々と音が出ないんですね。   

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=21589&id=33687678 

215 

 

それと、鼻詰まってたら、母乳の吸いは良くないです!うちは、鼻詰まってたら、きれいに取ってオッパイ飲ませてます😊✨ど

れくらい飲んでるか不安なら、哺乳瓶にしぼって飲ませてもいいかもしれませんよ☺👍 

http://onayamifree.com/threadres/1212518/ 

216 中濃ソースを僕は使いました！ 

アメリカ産より国産の方が油の吸いは少ないみたいです！加減して下さい！ 

https://cookpad.com/recipe/2649845 

217 見ている方は素材感から涼しげに感じられると思いますが、着ている方は通年物の、しかも比較的肉厚な生地のシャツを着て

いることになりますので、汗の吸いこそ良いものの、暑くて大変です。 

http://www.tanishirt.com/ez/free20.html 

218 汗の吸いと発散が早いリネンをガーゼ織りに仕立ててあることで、熱や湿気を素早く逃がします。 

http://www.kanazawaya.ne.jp/user_data/gauze_ket.php 
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219 スクリームの吸いと吐き、どちらが良い発声なのですか？また両方正しいならそれぞれのメリットデメリットを教えてくださ

い。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13145402553 

220 汗の吸いと速乾力が抜群なのを体感。しっかりめの素材なので透けない点も◎ 

http://sora-store.jp/blog_detail.php?BlgID=1351 

221 羊毛が寝具に適しているのは、保温性だけでなく、湿気の吸いと発 散、つまり湿度のコントロールに優れているからです。 

http://sleep-natura.jp/pdfdata/book_for_seniorage01.pdf 

222 汗の吸いと乾きがいいだけでなく、太ももの部分と腰部分にベンチレーションが付いているので、夏の蒸し暑い時期に履いて

も、快適にすごせます 

http://www.ici-club.jp/blog/index_30.html 

223 

 

４番の吸いと５番の吸いで伸ばしたりするのも 

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Oak/4326/20090714.htm 

224 油の吸いといい今一つでどうにも役に立ちませんでした。レビューは高評価なんだけどなあ。 

http://ssig33.com/text/2014%20%E5%BE%AE%E5%A6%99%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AE 

225 汗の吸いと乾きが良好なものがオススメであります。 

編み上げているから動きやすい 

http://www.ici-

sports.com/blog/daimarutokyo/%E5%A4%A7%E4%B8%B8%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E5%BA%97%E3%80%80%E3%83%9F%E3%83%AC%E3%83%BC%E

3%80%80%E7%A9%B6%E6%A5%B5%E3%81%AE%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82

%A7/ 

226 チビチビ吸いと聞いたが、リンクでの海外ベテランスモーカーは、子供の頬にキスをする程度の吸いと表現していて、成る程！

と分かりやすかった。 

http://blog.livedoor.jp/whitestar_ftl/archives/49744486.html 

227 呼吸困難になっているかどうかまず知りたいのでお洋服をめくって胸の動きを観察してください。 

そして呼吸の吸いと吐きを一回として一分間数えて何回になるか教えてください。 

http://www.justanswer.jp/medical/7pmfy-rs.html 

228 あと、各メーカーで販売されている機能性アンダーウェアもなかなか良いですよ♪ 

汗の吸いと乾きが断然違うので是非！ 

https://www.yamareco.com/modules/diary/39915-detail-60088 

229 おススメ紙：半紙、和紙、障子紙 (レジン液と顔料の吸いと定着が良く且つ滲ませて硬化させても型崩れを起こし辛いものを

推奨) 

https://twitter.com/shiwasu_hrpy/status/617330108798349313 

230 しかし、全然パスタのスーゴの吸いと絡みが違う！ 

https://smaclub.jp/archives/52817 

231 コットンのように柔らかくやさしい肌触りなのに、汗の吸いと乾きの早さに優れたポリエステルスパンジャージー100%の T シ

ャツ。 

http://atc-store.jugem.jp/?day=20160513 

232 ワット数が高ければ、吸いがいいかといえば、大間違いだそうです。 

タイヤが大きいと動きがスムーズだそうです。 

http://junjun0625.exblog.jp/13709384/ 

233 日も、ペットショップの方が”C品”の大判バスタオルを、ワンちゃんのふきあげ用にと、ご購入していただきました。「やっ

ぱり、吸いがいいと仕事が早くて助かるよ。」と言っていただきました。 

http://taoru.site/ 

234 以前の掃除機より吸いがいいです。 

軽いしデザインも小さくてかわいいし値段も手ごろだし( '∀｀ ) 

おすすめです！ 

https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E6%8E%83%E9%99%A4%E6%A9%9F-%E3%80%8CBe-

K%E3%80%8D-%E7%B4%99%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%AF%E5%BC%8F-TC-FXD7P-

T-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%B3/product-

reviews/B00JQUS2NC/ref=cm_cr_dp_d_txt?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&sortBy=recent#RUIQVLBYPG9ML 

235 デフォは吸いがいいもっちり細麺１３０ｇ位 

http://sleepy33.blog136.fc2.com/blog-category-264.html 

236 そんな掃除機を使って寝室を掃除していたらいつになく吸いが悪いと感じた 正直元々吸いがいい掃除機ではなかったがその

日は異常なまでにゴミを吸わなかった 

http://130719.blog.fc2.com/blog-entry-241.html 

237 以前作成したブースが吸いが悪いので 

https://ameblo.jp/kuro-toro-cat/entry-12241312906.html 

238 まずはそれを取り除いてみた。 

でも吸いが悪い。 

http://d.hatena.ne.jp/ohesotori/20111005/1317796144 

239 今まで買ってきた掃除機の中でも一番と言っていいくらい吸いが悪いです。 

https://review.rakuten.co.jp/item/1/302894_10001422/1.1/ev1/ 

240 問題というほどではありませんが、ちょっと吸いが悪い気もします。 
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https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88-%E5%90%B8%E5%8F%96%E7%B4%99-P-

200-%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%94%A8-20%E6%9E%9A/dp/B003CQZD3S 

241 また、吸いが悪い・音が高いなど細かい不具合も当店にご相談ください。  

http://www.matsuidenki-yu.com/remodel.html 

242 吸いが悪い 

http://www.nakayama-azz.co.jp/trouble/ 

243 だけど大勢で使っていたり永く使っていると、どうも吸いが悪いな～というときがやってきます。  

http://www.bathlier.com/ic/ofuro_recipe4_1 

244 初めはスクリュー式を使っていたのですが、吸いが悪いのとプラスチッキーな見た目が気に入らず、こちらを試してみました。

吸いが悪いのは相変わらず、もうこれはそういうものと思うしかないようです。 

https://www.amazon.co.jp/PILOT-CON-

70-%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%83%9

7%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%BC%8F/product-reviews/B001P35A6K 

245 手塚治虫と「かまわぬ」のコラボ手ぬぐいは、ちょっと吸いが悪い… 

https://zigsow.jp/item/324790/review/323716 

246 吸わない、吸いが悪い 

http://nagashimadenki.com/repair-menu/ 

247 吸いが悪い・異音がするなどお困りでしたら当社まで。 

http://www.numarei.co.jp/original8.html 

248 □近くに換気扇が無い、あるが吸いが悪い 

http://gomyo.co.jp/cleaning.html 

249 油が垂れてくる 

吸いが悪い等でお困りの方は迷わずご連絡下さい！！ 

http://sunclean-sanai.com/mizumawari/ 

250 現在うちで大活躍しているダイソンのハンドクリーナーですが、どうにも吸いが悪いなと掃除をしました。 

http://limitproduction.hatenablog.com/entry/2016/11/30/152635 

251 換気扇が油でベタベタで、吸いが悪いような気がする 

http://www.kk-viola.co.jp/ 

252 趣味で基板修理などに必要になり、安い物を使ってましたがイマイチ吸いが悪いので評判のいいこちらで作業してみました。 

https://www.monotaro.com/p/0656/7994/ 

253 「吸いが悪いので、もっと吸引力が高いものに買い換えたい。＜女性 29歳/会社員＞」 

https://kadenbiz.com/2017/06/26/replace-it-with-a-bonus/ 

254 米系デパート Searsで購入した掃除機は価格が高い割には吸いが悪いのです。 

http://guadalajara-wire.blog.so-net.ne.jp/archive/201702-1 

255 よく乾いた針葉樹を薪として使っている限り、1シーズンに 1～2回程度で済みますが、焚いている間に排気が良くない（吸い

が悪い、吸気口を全開にしても勢いよく燃えない）、吸気口から煙が出るような場合は、煙突の設置状況が悪いか、煙突にすす

やタールが付いていることが考えられますので、点検・確認してください。 

http://karamatsu-stove.jp/secrecy/ 

256 そう言われてみれば、最近吸いが悪いと思ってたんですが、少しずつ少しずつ悪くなってるので、気のせいだと思ってたら手

遅れになってたわけです。まるで生活習慣病のようです。 

http://lifefull.jp/family/dyson-stop.html 

257 紙パック式だと、ゴミ捨て時期を自分の勘でする機種は多くありますよ。 

基本、『吸いが悪いな？』と思ったら確認して紙パック交換が普通だと思います。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000913436/SortID=20588512/ 

258 吸引力の変わらない唯一のテクニック、ゾンディールさんが負けた...？まぁ最近吸いが悪いですからね。 

http://blog.livedoor.jp/seasun_pso2/archives/1058461301.html 

259 掃除機を買い換えた。 

プラスティックの部品が壊れたのと、吸いが悪いためだ。 

http://www.daytradenet.com/Cool/2004/dyson.htm 

260 １回掃除をしただけなのでフィルターまでは見なかったのですが、おそらく吸いが悪いのはフィルターが詰まっている為だろ

うと思い開けてみました。 

https://matome.naver.jp/odai/2145829136064876201 

261 10～15年経って、吸いが悪い、異音（ブオーン、キュルキュル）がすると言った症状が出てきたら取替をおススメします(*^。

^*) 

http://smilegas.co.jp/app-def/S-102/smileblog/ 

262 重い。何年もフィルターを交換していないので、吸いが悪い、などなど面倒くさい事だらけ。 

http://www.k-direct.jp/html/page18.html 

263 最初は吸いが悪いので、新品をネットに入れてわざと衣類と一緒に 

洗濯を数度行います。 

http://www.nadakayak.com/blog/?itemid=2211 

264 たしかに、吸いが悪いような気がしていたのです。ゴミ収納ゼロのときから吸いが悪いのですから、「ゴミが増えても吸引力が

変わらない」という宣伝には意味がなかったことになります。 

http://blog.goo.ne.jp/bongore789/e/bcb948eac3b380b31cdba538164bc691 
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265 二人目だし、もう乳が詰まる事はないと思っていたのに、吸いが悪いせいかいつの間にか痛いシコリが出来、すでに３回も３

８度の発熱で苦しい思いをしています。。。 

http://pika-mamama.blogspot.com/2013/07/blog-post.html 

266 うちはずっとデチェッコばっかり買ってたけど義父母がガロファーロの方が美味しいよとすすめてくる。今まではデチェッコ

より高いから買わなかっただけ。しかし、全然パスタのスーゴの吸いと絡みが違う！ちゃんと粉の味がするし美味しい。 

https://smaclub.jp/archives/52817 

 

  



- 221 - 

34．「過ごし」に関する用例 

番号 用例 

1 子どもたちが安心して次の一歩を踏み出せるよう、園と家庭がともに力を合わせて子どもたちの園での過ごしを支えていき

ましょう。 

http://homepage3.nifty.com/ougimachich/youtien/hoshin.html 

2 利用者さんはなれない場所に少し緊張しながらも、それぞれの過ごしをしていただけたのではないかと思います。 

http://houjin-chibacity-ikuseikai.jp/index.php?QBlog-20160401-1 

3 特別支援学校はじめ学校では勉強や仕事や「出来ることを増やす」といったことを熱く語る人はいますが、休日の過ごしを

熱く語る人はかなり少数です。 

http://yume-kanyau.info/2016/05/04/post-2073/ 

4 そらいろの過ごし  

 http://sorahelp.exblog.jp/i17 

5 ひとりひとりの趣味趣向に合わせて、外出計画（時には室内での過ごし）を立てます。  

ヘルパーと一緒に新しい世界を切り開いて行くような支援です。 

http://www.bethesda.jp/help.html 

6 0歳児の 1年のすごしは体、脳の機能発達が最もめざましい時期であり、まさに人としての深い深い根っこを育む時代で

す。 

http://mitubatikko.com/blog/tag/en/page/8/ 

7 集団や個別での活動を通して一人ひとりのより良い放課後の過ごしを考えます。 

http://www.f-kouseikai.or.jp/hoyu/pamphlet.pdf 

8 ９．職住（活動の場と生活の場）の分離をし、それぞれの場での過ごしを充実する。 

http://www.karigane.or.jp/ideal.html 

9 入居者のみなさんは、寝そべってテレビを見る方、床でボールを転がしている方などお互いが見える位置それぞれの過ごし

をしています。 

http://www.houmon-no-ie.or.jp/GroupHome/gh-hibiscus.php 

10 あったかでは、学校終了後の放課後・長期休み等の過ごしを通し見守りをします。 

http://k-kanade.jp/publics/index/11/ 

11 もっと余暇支援に向き合いたい、と感じていました。なので、余暇支援、放課後の過ごしを支援しているぱるけにしました。 

http://paruke.com/%E5%8B%9F%E9%9B%86/ 

12 仙台市障害者家族支援等推進事業(レスパイト)で行なう送迎とは異なり、ピボット若林での過ごしを伴わない送迎サービス

を行ないます（『自宅から直接学校へ』や『通所施設からサークルへ』といったご利用など）。 

http://www.tsudoinoie.or.jp/pivotwaka/unso.htm 

13 お昼休みは基本的に自由に過ごせる時間を保証しつつ、それぞれの過ごしを見守ります。 

http://raphaelkai.com/tuusyo.html 

14 園での過ごしを楽しみにして通っている子供たちの期待に応えなければいけません。1 年目の貴重な経験を大切にしてご家

族と「ガゼルの森」が両輪となってより良い運営を心がけてまいります。 

http://www.harmonia-fujieda.com/harmoblog 

15 心身ともにリフレッシュできていると思いますが… 

もっと有意義なお休みの過ごしをした方が良いとも感じております。 

http://blog.c21-sh.com/suzuki-t/2015/06/12/post-412/ 

16 私の中で、障害者福祉施設はその施設内で生活が完結してしまうイメージが強かったため、「施設での活動と家庭での過ごし

を支えていきたい。そして、そのサポートや支援サービスを地域にも求めている。」という当社の考えがとても魅力に感じ、

入社する決め手にもなりました。 

https://job.rikunabi.com/2017/company/senior/r627050082/K105/ 

17 愛恵では、毎月の保育テーマを、前の月の打ち合わせのときに確認しますが、５月と６月は「わくわくするね」（赤・黄組）

と「おもしろい」（桃・青・白組）です。もう少し具体的なポイント（「月のねがい」と言っています）には、「身近な友だち

と遊びを楽しむ」や「身近な自然・生き物・素材にふれる」など挙げて、この時期の子どもの過ごしを見つめます。「身近」・・・

「身近」って、なんだろう？ どういうこと？と引っかかりました。 

http://www.ans.co.jp/n/aikei/cgi-bin/index2.html 

18 この大学の学習環境はとてもいいので、この環境をうまく利用すれば語学力だけでなく、留学生との会話などを通してその

他の予備知識も得ることができるので、前学期の過ごし方の反省を生かして来学期の過ごしを考えていきたいと思います。 

http://www2.reitaku-u.ac.jp/koho/gp/information/report/taiwan/ 

19 現在はホームにおける入浴等の在宅サービスを受けることが多いが、介護保険制度の デイサービスなど日中の過ごしの選択

の幅を広げていく ことも考えていく必要がある。 

http://www.kyoudoukai.jp/kanagawa/data/ronbun_23.pdf 

20 利用者さん一人ひとり（利用者の皆さんで の）1日の時間の過ごしを考えて、余暇の楽 しみを支援する。 

http://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/service/kaigo31.nsf/9981F231B5EFDBAB49257E890022524C/$File/%E5%B9%

B3%E6%88%9026%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%80%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%82%AA%E3%83%B3%E4%BC%8A%E8%B1%86%E3%81%

AE%E5%9B%BD%E3%80%80%E7%9B%AE%E6%A8%99%E9%81%94%E6%88%90%E8%A8%88%E7%94%BB.pdf?OpenElement 

21 「元旦に家族で食卓を囲み、お節料理を食べたり、御神酒やお 年玉をいただいたり」という日本のお正月の過ごしを子ども

達に 伝承することを第 1 の目的としました。 

http://www.to-iku.or.jp/houjin/jigyouhoukoku26.pdf 

22 利用者は、生活 の中で個の過ごしと集団での過ごしを選ぶこと ができ、グループホームでのプログラムに興味を 持ったり、
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楽しみにしている利用者が増えてきて いる。 

http://www.aobakai-js.or.jp/library/academic/thesis03.pdf 

23 皆さんは旅行に行く時、旅先での過ごしをどう決めていますか? 

ガイドブックを見る、旅行代理店で聞いてみる、インターネットで検索する。色んな方法はありますが、その旅先に、友人

や知人が住んでいたらどうでしょう? 

http://www.colourful-sea.com/#!news/c23pt 

24 日本有数の豪雪地帯で知られる肘折温泉で、地域の人々が冬の遊びとして楽しむ雪洞づくりと中での過ごしを体験するサー

ビスです。 

http://www.mogami-

genki.net/kankou/ookura/%E8%82%98%E6%8A%98%E6%B8%A9%E6%B3%89%E3%83%BB%E9%9B%AA%E6%B4%9E%E4%BD%93%E9%A8%93%E3%8

2%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9.html 

25 ですが、この数カ月の中で、対象者の方への支援側の関わりは確実に変わり、その方の過ごしの様子もとても落ち着 いてく

るという確かな変化を感じています。 

http://www.minna-de-ikiru.org/pdf/littlelife/1601_littlelife.pdf 

26 [ プラン内容 ] 

パパ、ママの声がカタチに！ご家族の“過ごし”を考えた、大人も愉しめる「プレミアム・キッズルーム」小学生以下のお子

様添い寝は何名様でも無料。 

http://www.jalan.net/yad380656/plan/plan01778135/ 

27 世界中を飛び回っている方達は、出発直前から渡航先の国の時間に合わせて生活したり、機内での過ごしを工夫して時差調

整する達人です。 

http://www.keinishikori.info/news/kei-will-be-fine-for-wb.html 

28 お子さんの好きなところ、お子さんとの楽しかったエピソード、たまにはちょっと困ったエピソードを 交えながらお話し、

自分の復職までの過程や、ご家族や地域の方たちとの今の過ごしを楽しそうにお話 されていました。 

http://www.souzoukuukannishi.org/img/vol_27.pdf 

29 4月からは育児短時間制度を利用し、2日半出勤すればよい勤務体制になる予定です。娘の送りは、夫と協力し毎日私か夫が

行きます。 

帰りが週 2から 3お迎え、その後の過ごしを支えてくれる方を探しているところです。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10141030360 

30 皆さんは旅行に行く時、旅先での過ごしをどう決めていますか? 

http://fishand.tips/tips/tabiticket/ 

31 学校の毎日の過ごしを話すね！ 

じゃあまずー！！VFに行ったことを紹介するね☺ 

http://ameblo.jp/usausa-girls/entry-12150262817.html 

32 ナチュラルシルバーの Gルーフに、特注サイズの 

縦格子パネルを設置し、樹ら楽ステージでの過ごしを快適に。 

プラス Gは、生活スタイルや、好みのスタイルに合わせて 

設計できるので、お客様にも大変喜んで頂けるアイテムです。 

http://www.green-care.jp/works/w_blind/%EF%BD%87%E3%80%80miyag.html 

33 「この人にと ってどんな暮らしが良いのか？」「より小集団で過ごし、地域の中で過ごすことが本人にとって 良いのではな

いか？」そういった職員の思いと、何よりも本人の希望、願いがあり今回のグルー プホームは始まりました。 

http://www.shigamushoukai.or.jp/report/report/080807/tiikiseikatu.pdf 

34 そらいろ事務所での過ごしを支援します。 

http://www.yusapo.com/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%86%85%E5%AE%B9/%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%A4%96%E3%81

%AE%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/ 

35 これからの人生の先達として、このような日々の過ごしを書き綴って下さることが、とても個性的な社会貢献のありかたで

しょう。  

http://thoughts.asablo.jp/blog/2013/11/19/7060967 

36 貴重なご意見を参考にさせていただき、更に快適な「過ごし」をご提供できるようスタッフ一同邁進して参ります。 

http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/70934/review.html 

37 「過ごすために訪れる地域密着オーベルジュ」をコンセプト に、館内にはたくさんの「過ごしのコンテンツ」を取り入れま

した。 

http://www.holonic-recruit.com/company/img/companyprofile.pdf 

38 何もかもが情報化されることで安易に分かったつもりになるが、わからないことをわからないまま、ことばにならない思い

を言葉にしないまま、心で伝える時間の過ごしをもつこも大切にしたい。 

http://www.geocities.jp/zizi_yama60/base/Omoukoto.html 

39 これはいわゆる「緊急時」の利用ではもちろんのこと、「自宅ではない場所での過ごしを体験する」ことなどを目的として利

用されている方などの場合にも言えることです。 

http://blog.livedoor.jp/junojunji/archives/51984214.html 

40 松山市で活動している、障がいのあるお子さんのデイサービスです。地域での過ごしを大切にしながら、少しずつ輪が広が

っていけたらと思います。  

http://friendlylife.at.webry.info/ 

41 自分にやさしく ホッとあたたかいときを 過ごせるように・・ 

自分との過ごしを その時々で 感じ 簡単なメモをとると良いかもしれません。 
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http://heartree229.hamazo.tv/e4098162.html 

42 T 氏の休日は自閉症の我が子と目的のないドライブであったり，スーパーマーケットやコ ンビニエンスストア巡りをして時

間を過ごしていた。しかし，それだけでは物足りず，でき れば休日の過ごしを少しでも豊かにする方法はないかと考え，養

護学校の先生や福祉関係の 協力者また保護者計 5 名でクラブ設立に向け動き出した。継続的な活動をするためには，子 ど

もにも保護者にも無理がないように，月 1回 第 2土曜日を活動日にした。 

http://www.chs.nihon-u.ac.jp/institute/human/kiyou/84/7.pdf 

43 放課後の過ごしをよりよくし、主に遊びを通して仲間作りや生活リズムの安定などを目的としています。活動は大まかに決

めますが強制ではなく、子供たちがしたい遊びを中心に、来所された子供たちと一緒に遊んでいただきます。活動内容は粘

土・音楽・散歩・創作・映画鑑賞・料理を行ったり、外出したりすることもあります。 

http://www.shiga-volunteer.net/city/index.php?id=m0028&sid=657&type=bosyu&syubetu=2 

44 うごきたい！人がだいすき！～衝動性が高い児の家庭での過ごしを考える～ 

http://kana-ot.jp/congress/kotc15th/subject 

45 レールはないので、上記すべてだとしても大丈夫。親との過ごしをどうするか考えて 再度、働けますよ。 あなたなら す

ぐに就職もきまりそうですね。 親の介護というワードが出てきましたが、介護職はどうですか？ 介護でも様々は雇用形

態がありますよ。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2015/0803/723936.htm 

46 ホテル自慢のラウンジをはじめ、「非日常の過ごし」をご堪能いただけましたでしょうか。 

http://www.ikyu.com/00001435/review/ 

47 また、ヘッドスパやサロンでの過ごしを居心地よく 

感じていただき本当に嬉しく思います。 

私こそぜひ、また担当させていただきたいです。 

http://beauty.hotpepper.jp/slnH000313545/review/ 

48 親としての意見もしっかり伝えましたが、推されましたね～。 

でも、お兄ちゃんの日々の過ごしを観察していない人達で決められてもね～。 

http://archive.fo/DDjmG#selection-453.0-472.0 

49 ケイト・スペード サタデーには、毎日の過ごしを楽しくなる商品がたくさんありました♥ 

http://blog.katespade.jp/?p=5818 

50 また、これまで「知的障 害者授産施設」として施設内での過ごしを中心に支援 を行ってきていたため、就労にむけての専門

性という と、「情報」「方法論」「理念」のどれも、そういう方々 を就労させるためには、足りない、というものでした。  

http://www.suginokokai.com/wp/wp-content/uploads/2015/09/kikanshi38.pdf 

51  ひとつは、フリースクールでの過ごしを大切にするべきで、学習は高校卒業資格を取得するための最低限で構わないとい 

うニーズである。 

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/187280/1/sse_013_017.pdf 

52 期間限定で楽しめるセトレのご朝食を是非体感してみてください。 この冬ならではの過ごしを体感して頂きたいと思いま

す！ 

http://zexy.net/wedding/c_7770063690/blog/archives/201412.html 

53 今年のお正月は、大寒波の大雪でしたが子どもたちは充実した休みを過ごしたのでしょうか？4日の帰園日では、「お年玉も

らった」「初詣に行ったよ」「おじいちゃんおばあちゃんに会った」「毎日昼まで寝てた」など各々の冬休みの過ごしを話し

ておられ、信楽学園にも子どもたちの歓声が帰ってきました。 

http://blog.canpan.info/shigaraki/ 

54 先生の部屋でなぜ家の前にいたのか一年の過ごしを聞き「先生が無事なら・・・もうこんなことしない」とグズグズなくま

んじがなんかきゅーーーんとしてしまったです。 

http://www.chil-chil.net/goodsDetail/goods_id/22948/ 

55 問題は雨、雨での過ごしを何とかしないと。全部パッキングして、雨具を羽織って寝ておけばいいかな。打たれ続けるとそ

れなりに冷えるか．．． ま、おおむね良好だった。 

http://ulgoods.exblog.jp/d2008-07-25/ 

56 どこかに遊びに行く予定もないので、ダラ～とした健全な休暇の過ごしをします。 

ってことでランチは前々から気になっていた箕面の『シムラン』に行ってみることに。 

http://hotspring.air-nifty.com/001/cat7716433/ 

57 映画化されるとは聞いていましたが、過ごしの特番があるというので録画をとりました。３時間は長いけど面白かったで

す。NOの立ち居振る舞いというのが見所なのですが、LXも極め尽くした感があって、妊娠の旅というコンセプトから離

れ、ただただ歩いていく妊娠の旅といった風情でした。 

http://a2iletisim.com/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B5%81%E7%94%A3%E3%81%A8%E4%B8%8D%E5%AE%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%

84%E3%81%A6.html 

58 海外在住者の案内で旅を堪能する「TABITICKET」のご紹介！ 

 皆さんは旅行に行く時、旅先での過ごしをどう決めていますか? 

http://www.colourful-sea.com/news 

59 高校の時の悩みや思い出を語り、大学の過ごしを何時間もかけて相談します。 

http://moritasensei.blogspot.jp/ 

60 ご利用者様の過ごしが充実したものとなるよう、環境を整えること 

私達のお仕事はたくさんの出会いがあります。自分自身がみらい工房で勤務し、ご利用者様がみらい工房を選んで下さり、

今一緒に過ごしているのも”縁”だと思っています。 

https://job.rikunabi.com/2017/company/senior/r360581033/K101/ 
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61 もしこの記事を読んでいる方が障がいを持っている子の保護者の方であれば、卒業後の生活を考えるにあたっては「休日の

過ごしが大事」「どういった過ごし方があるのか」 

というようなことを頭に置いておいて、時折考えてみてください。 

http://yume-kanyau.info/2016/05/04/post-2073/ 

62 日中の過ごしが寮内であっても生活介護の請求は可能でしょう。というか請求しています。 

http://www.wel.ne.jp/bbs/article/170672.html 

63 子供の放課後の過ごしが有意義なものとなり、小さな積み重ねが、将来的に大きな力となるような支援を心掛けていきたい

と考えています。 

http://konankai.or.jp/publics/index/17/ 

64 入職の決め手は何ですか？ 

前は幼稚園で仕事していましたが行事や一日の過ごしがぎゅうぎゅうに決められていました。あゆみ会の保育園は、園児ひ

とり一人がやりたいことをできるので朝から晩までゆっくりと園児に寄り添って保育ができます。 

http://ayumikai-hoiku.com/recruit/ 

65 居室での過ごしが多い方、会話することが困難な方、耳や目が不自由な方は嗅覚や触覚に焦点を当ててもよいと思った。 

動きが少なく、茶の間での過ぎしが多い。 

http://www.sendan.or.jp/m/sb/img/img17_file.pdf 

66 わかなは､以前より障がいを持つ子どもたちの放課 後の過ごしがないことを感じており、保護者の方々か らもお声いただく

中で､子どもたちが安心して過ごす ことのできる場所､ご家族にとっても安心できる時間 を持っていただけるようにと 2014

年 3月に開所しま した。 

http://www.kyoto-pta.jp/soyo-p/nishi/2013/img/00009.pdf 

67 これからも分かるように、重度の障がいの方は行動が制限されることが多く、日常の生活においても在宅での過ごしが余儀

なくされがちです。 

http://ai-snet.com/aisapo%20201510.pdf 

68 日々の生活のリズムにセトレの過ごしがあわさって、新しいライフ スタイルを手に入れてほしい。 

http://www.holonic-recruit.com/company/img/companyprofile.pdf 

69 そこで，当面の目標を「3 人で協力 して事務仕事を計画的に進めること」と設定した。 効率的に事務的業務を進めること

で，計画的に進める必要がある外出などの休日の過ごしが充実してい くと考えられた。  

http://www.humanservices.jp/pdf/vol1_nozoe.pdf 

70 ６月に入りましたね。 家から病院への１ｹ月の過ごしが段々決まって来ました。 従って、散歩(10000 歩）やブﾛﾌﾞそして言

葉の練習を１～２時間やっているんですが、 皆さんには投稿した文章が、ハ歯抜けしたりして、見ずらいと思います。 

 http://blogs.yahoo.co.jp/noa_kamiya/32340228.html 

71 しかし、虫歯は全然いいものではないので、定期的に検診を受けてみるといいだろう。コミュニケーショ

ンをとることによって、歯医者での過ごしが快適なるといえる。  

http://baliresortisland.com/sentaku.php 

72 アスリートは 心・技・体・運 が必要です。 

運を味方にするには、日々の過ごしが重要だと思います。 

先日お客様にこんなお話しを教えていただきました。 

http://fujino-seitai.com/archives/author/canvas 

73 【クリニックでの過ごしが支える逆搬送への 満足 

このカテゴリーは，〈期待していたとおりクリ ニックでゆっくり過ごせた〉，〈クリニックの医療 者の関わりで辛い気持ちか

ら 救 わ れ た 〉 と い う 2 つ の サ ブ カ テ ゴ リ ー か ら 成 り 立 っ て い た 。

https://www.jichi.ac.jp/nurse/about/publication/file/journal_08.pdf 

74 今日も涼しくて過ごしがいいですね 

https://www.facebook.com/ShimamuraYuanYun/photos/pcb.1163562286993450/1163558930327119/?type=3 

75 日々の過ごしで、不甲斐なさや気分が下がったり、ストレスを感じる時、何されたりどう考えたりしていますか？ 

禁煙後に役に立てたくお聞きしました。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14151672994 

76 月曜日から一週間働くのに疲れを残していたら、本末転倒です。今回伝えた内容を参考に、自分なりの休日の過ごしで、疲

れをとって仕事に臨んでください！ 

http://u-note.me/note/47485637 

77 しかし、共有スペースでの過ごしでは、上記の行動を 未然に防ぐことが難しい。従って、共有スペースでも落ち着いて過

ごせる環境と、過ごしを模索する為、本人の好みを活か し、寮内でも音楽を用いて、落ち着いて過ごせる環境の拡大 を図

る。 

http://www.kyoudoukai.jp/kanagawa/data/ronbun_38.pdf 

78 夏休み終わりますね～お子様との過ごしで思い出いっぱいできたお母様お父様も多いかと思います。どんなに楽しくてもや

っぱり毎日のお昼を準備したり、おやつの心配、お子様の宿題を手伝ったり夏休み疲れのお母さんも多いですよね～本当に

お疲れ様です。 

http://ameblo.jp/cabic/ 

79 坂の町長崎、3割が平地で 7割が山沿いです。 お蔭様で毎日の過ごしで足腰は強いようです。 身近な場所で、何らかの行

事がありますから 頑張ればブログの記事のネタになります。 

http://blog.goo.ne.jp/kokemusu/e/026af4fe6c468ca3c7735b8fb075b52c 

80 休日の過ごしと言う事で外出・・・という例もあります。 

ただそれは施設側がＯＫを出さないと無理でしょう。 
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http://okwave.jp/qa/q6147040.html 

81 新年度初めての交流会です。新ひまわり組と新すみれ組が毎月交流会を行っていきます。お年寄りの過ごしと、元気な子ど

もたちの動きが違うので、交流会の内容決めはケアセンターの職員と保育士が話し合って決めていきます。 

http://yuukari-h.sakura.ne.jp/280418.html 

82 日々の過ごしと夢のバランスをうまく取って、今年も GOだ!!! 

よい年となりますよう。 

http://kw2c.blog17.fc2.com/blog-entry-249.html 

83 「重度障害者包括支援」：ケアホームや自宅での過ごしと昼間の活動を 24 時間通しで 支援する。医療的ケアへの訪問看護

（医療） も含めた支援も想定している。 

http://www.happy-at-home.org/pdf/report_2010_12.pdf 

84 最近の週末の過ごしと言えば･･ 

ドライブしたり、お墓参り行ったり 

http://plaza.rakuten.co.jp/breadrecipe/diary/200710150001/ 

85 残り 1週間の過ごしとなると、これはもう人それぞれ、 

勉強の進み具合とか仕上がり具合が違いますので、 

一慨に、「こうした方がいい」っていうおススメなどもはや 

ありません（笑）。。 

http://fanblogs.jp/fukushigoukaku/archive/65/0 

86 日本は日差しが強いなと、冬の光ひとつでも感じた。 

日本に着いたなという実感が出た。 

次は成田空港での過ごしとバスの帰りになると思います。 

http://blog.livedoor.jp/otonatokodomono2/archives/34294075.html 

87 ③そしてコンビニから垣間見れる意外な事実 

アナログからデジタルへ流れる時間の中で、様々なモノが移り変わっていきます🕟 

時間の過ごしから覗いてみませんか 

https://www.facebook.com/LIRY.co.jp/photos/pb.284344075037604.-

2207520000.1473056787./764521443686529/?type=1&theater 

88 愛するということはありのままの相手を受け入れることですから。私と異なる相手をすぎるほど干渉しないように日々の過

ごしから気を付けましょう。 

http://www.minden.jp/clover/marriage-happy-common/ 

89 通常学級 の子どもたちの過ごしから福祉だけでなく学校での放課後の過ごしや地域 活動も検討する。・放課後等 DS事業の

受け皿拡大について検討する。 

http://www.city.joetsu.niigata.jp/uploaded/attachment/88630.pdf 

 子どもを出産するに当たり 

選ぶことは色々ある 

妊娠中の過ごしから始まり 

産み方 

産む場所 

何で栄養を摂るか 

産後の下着選びに 

オムツ選び 

肌着選び 

石鹸ひとつとっても  

どれが赤ちゃんの肌に良いのか 

検証しなきゃならない。 

http://asagaobekkan.hatenablog.com/entry/2016/04/13/145823 

90 ゆったりとした上質な空間での「癒し」と「過ごし」、すべての客室を 

贅沢な 18平米以上でご用意いたしました。 

http://biz.travel.yahoo.co.jp/bin/psearch_list/4424002/22/1/ 

91 地域のための情報発信・交流拠点"手に届くハイグレード"をコンセプトとし、お客様には藤枝の「癒し」と「過ごし」をご提

供します。 

http://rurubu.travel/A06/22/2201/220106/2221401/4424A10/restaurant.html 

92 ＪＲ藤枝駅南口に直結、徒歩０分の好立地。サウナ付大浴場完備。“手に届くハイグレード”な「癒し」と「過ごし」をご提

供いたします。 

http://www.jtb.co.jp/kokunai_htl/list/A06/22/2201/220106/4424002/photo.html 

93 しかし、共有スペースでの過ごしでは、上記の行動を 未然に防ぐことが難しい。従って、共有スペースでも落ち着いて過ご

せる環境と、過ごしを模索する為、本人の好みを活か し、寮内でも音楽を用いて、落ち着いて過ごせる環境の拡大 を図る。 

http://www.kyoudoukai.jp/kanagawa/data/ronbun_38.pdf 

94 この度はセトレ・ハイランドヴィラをご利用いただき誠にありがとうございます。 

ハイランドがご提供する「絶景」と「過ごし」をご堪能いただけたようで大変光栄です！ 

http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/70934/review.html 

95 過ごしをシェアする家 

現代の家は最低限の「暮らし」に縛られ、「過ごし」の選択肢が少ない。そこでいろいろな「暮らし方」ではなく「過ごし方」
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をできる家を提案する。 

http://www.daiwahouse.co.jp/compe/8th/pdf/618.pdf 

96 お客様に快適な過ごしを… 

みなさんこんにちは(=^x^=) 

今回はうちのお店の最高レセプション！ 

佐藤ゆりかをご紹介致します！ 

http://beauty.hotpepper.jp/slnH000115375/blog/bidA002670074.html 

97 森の絶景宿で、女性やファミリーにも優しい過ごしを 総合評価 4.6 

“お部屋が良かった宿ランキング、近畿・北陸第 2位”姫路一望の広嶺山に佇む地上 300m絶景ホテル。旬を味わう体に優

しい和食、“五感を潤す 6つの空間”等、“癒し”をテーマに考えられた過ごしメニュー満載。 

http://tabico.jp/detail/hja380656/ 

98 ゴール後は、アギア・ルーメリでゆっくり過ごしを使い、その後は１時間のショートクルーズ（フェリー移動）があるところ

もこのトレッキングコースの特徴で、ギリシャ・クレタ島の旅行とセットで楽しむには非常に良いところだと感じた。 

http://trailtravelers.net/greece-samaria/ 

99 我々の使命は、高品質で安定したサービスを提供し、お客様の快適な過ごしを保障する事でございます。 

http://aleado.jp/contacts.html 

100 ラウンジ、ベッドルーム、バスルームの 3 部屋で一つの構成とされているテントはアフリカの大自然を感じながらも真に快

適な過ごしを約束してくれている。 

http://www.journeyinstyle.jp/011 

101 赤道に近いシンガポールは熱帯モンスーン気候に属しているため、快適な過ごしを求めている方は、1年中エアコンが必要と

なります。その為、購入や借りる前に必ずエアコンが動くかを要チェックする必要があります。 

http://www.sglife.jp/column/property.html 

102 食事にも手作りにて季節のものを味わって頂く。自宅に近い過ごしをして頂く。家族の介護の減。  

http://www.caremanagement.jp/?action_snavi_detail=true&cat=11&id=23-2371301744-00-150&plan=f 

103 もちろん昔は金/ディスカッションワークショップを行ったし、当時は金曜日 1日だけ過ごしをして土曜日の場合は、不在

にもかかわらず、会社の仕事（ワークショップ）をすることになるでしょう 

http://isponge.net/?p=55 

104 今後の楽しい過ごしを話しました。  

http://ontheline887.blog.fc2.com/blog-date-201205-1.html 

105 休日の過ごし方は地元を散歩しながら景色をみたり、ショッピングしたり自分の好きな映画をみながらお菓子をたべたり猫

を 5匹かっているので休日は一緒にまったり自由気ままな過ごしをしてます♪ 

http://hairstyle.boom-go.jp/staff_detail.html?id=27 

106 雇い主の暮らしに一流のサービスと快適な過ごしを提供すると共に、あらゆるトラブルを排除したり細々とした作業は代わ

ってやります。 

http://blog.goo.ne.jp/for_butlers/e/5ecb5a17aff5d8359667291915020056 

107 ＰＲ活動として、年 2 回広報「花便り」を発行し、ホームがどの様な過ごしをしているか、法人への寄付金や補助金などが

どう使われているか、分かりやすく表現しています。 

http://www.knsyk.jp/search/3hyouka/?id=429 

108 お客様方の笑顔と快適な『過ごし』をご提供 

できるよう、これからも時節に応じた 

限定イベントを行って参りたく存じます。 

http://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/1428/review.html 

109 総会までにカイギを重ね色々討議する中で、ただ総会を守るための保育に留まらず子どもにとってどうか？せっかくの時

間！子育てのヒントになるような過ごしをしよう！ 

http://mitubatikko.com/blog/2009/06/page/2/ 

110 町中の日中活動拠点である「ジョブサイトひむろ」 では、心豊かな過ごしを提供しつつ、さらに個人の 力を引き出してい

く方向のもと、就労支援にも力を 入れて「仕事」「作業」に力点をおく運営をしてお りますが、当センター「ふれっと」で

は、また違っ ふれっと名称由来 『ふれっと』とは、ギター等で押弦の位置 を正確にするために棹 さお に固定した突起状 

の区切り（フレット）をさします。 

http://www.suginokokai.com/wp/wp-content/uploads/2015/09/kikanshi37.pdf 

111 全くの負け惜しみであるが、山の高さや連泊数を誇るでもなく、普段の生息の場から手軽に移動して誰もいない山で充分に

心細い一夜を思い知らされるような、そんな一泊山っ気補充型な過ごしをしたい恰好の場所として価値が高いのではなかろ

うか、と考えることにしている。 

http://ulgoods.exblog.jp/m2010-05-01/ 

112 お部屋に方は 27.66 平米～42.30 平米で（1K・1DK・1LDK）3 種類あり 2 人入居も相談でき、大阪の中心部で快

適な過ごしが出来る場所・お部屋になってます。   

http://www.leon-works.com/diary-detail-343768/ 

113 若い時分の怠惰な過ごしが仇となり、 

５０も当に過ぎてるにもかかわらず、 

受験生のような暮らしを強いられています。 

http://www.saegusa-dent.com/blog/?p=3366 

114 そう言えば、今日から妹が修学旅行で三日間家に居ません 

かなり快適な過ごしが出来ます(笑) 



- 227 - 

http://ameblo.jp/kerochi-lovetouhou/entry-10916022698.html 

115 生活は簡単が好き、複雑に苦手、だから何も入れずブラックコーヒーが大好き、飾り無しの格好が大好き、ブランド品無し、

素朴な過ごしが大好き、こんな私、都会に生まれ育ちですが、求める清らかで、明るくて、素直な心は、田舎に居ても悠然自

在です。 

https://twitter.com/er3nunfsiurtlhz 

116 たとえ「できない ことができる」ようにならなくても、できなさを 抱えながらも「今、ここ」を「ともに楽しむ」こ とに

よる生活、豊かな「過ごし」がそこにある。 

http://ir.lib.u-ryukyu.ac.jp:8080/bitstream/123456789/34405/1/No7p77.pdf 

117 なんてったって休みの日。 

気ままな過ごしで行きたいです。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10147828585 

118 雨がやんだ時間に散歩に出る方もあり、平和な過ごしでした。 

http://sorahelp.exblog.jp/23249674/ 

119 高原エリアにはふかふかの芝生が生え川サイトからは山へトレッキングもでき、色々な過ごしで楽しむことができます。 

 http://happy-trendy.com/kansai-kawa-asobi-camping-6890 

120 次回は、野田さんです。 

野田さん、休暇はどの様な過ごしでしたか？ 

http://aibakouzib.exblog.jp/21452668 

121 ただ今帰宅、時間は 23時 15分。つーわけで、ここから一日を振り返ります。 

今日は火曜日、一応わたしの定休日。ですが、仕事関連な過ごしで一日を終える。 

http://wp1.fuchu.jp/~kesser/sfd/sfd.cgi?mode=d&action=view&YMD=20030909&w=2 

122 ご来店ありがとうございます！ 

美麗館はこれからプーアル茶の素晴らしさとプーアル茶の茶文化をお客様と一緒に吟味しながら、 

お客様の健やかな過ごしにお役に立つように努力したいと思います。 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/bireikan/category/demolish.html 

123 危険な行 為、儀式的な行為は、屈強の職員が徹底して止めていけば一時的に止めることは可能であり、 それをパターン化

すれば最終的には本児の穏やかな過ごしにつながるとする考え方もある。 

http://asn.gooside.com/kizuna/JTOK.HTM 

124 こんな風にみつばちでは、クラスの壁が無いお家で年齢を越えた自然な関わりが日常にあり、互いの成長を見つめ認めあ

い、毎日を育む大切な過ごしとなっています。 

http://mitubatikko.com/blog/tag/engai/page/8/ 
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35．「済まし」に関する用例 

番号 用例 

1 一方では、不法行為の実行者で法の番人でもあった当該執行官は、任意退官を以って無罪放免に付されると云う軽微なる内部

処理での済ましを得ると云う 

http://d.hatena.ne.jp/NewBega/20120702/p1 

2 「…ペトラのさっきの顔を思い出しながらてめぇの済ましをすんじゃねぇぞ…」 

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=4586474&mode=text 

3 出汁に自然塩をつまみ入れ、うすくち醤油をたらせば、春らしい薄口の済ましができる。実は、アサリやハマグリがあれば最

良。なければ他の料理で使った肉や野菜の残り物を、細かく刻んでちょこんと入れればヨイ。 

http://www5c.biglobe.ne.jp/~naginagi/usa32.html 

4 アニメの一期の頃はとにかく特定のキャラ信者の済ましが多く  

漫画の頃にはあんまりファンのいなかった(つまりこのスレにいない)佐天厨がやたら湧いてたが  

https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/comic/1430422042/ 

5 自らついたウソを自分自身で信じこみ妄想に身を投じて社会を騒がす朝鮮右翼のマンセー相原です。私もコノ一件が発端で拉

致されますた。本当にもう、死んでも死にきれませんよ、共犯者と詐欺師にタレ込まれて…。「火族界」と「疾走紋 die懲鎖貝」

以外はド嘘こきまくり成の済ましのシノギですよ。 

http://sukuukai.jugem.jp/?eid=1657 

6 成り警察用語でスパイの済ましのこと。  

国家転覆の基本。  

http://occult-2ch.net/blog-entry-907.html?sp&m2=res 

７ 今の時期はさんまのつみれ汁があるそうで、「さんまのすり身に味噌・卵・片栗粉を混ぜ、しょうゆベースの済ましにごぼう・

にんじん・大根などをいれ…」など作り方などを聞くとおなかがすきました。 

http://myoujyouen1.jugem.jp/?day=20110927 

8 豆腐はどんな者もおいしい。特に天然のにがりで作られたものは風味がある。夏は冷奴しょうがや青じその葉を添えるといく

らでも食べられる。しょうがも青じそも健康には最上。寒くなれば湯豆腐、タイの済ましに入れるもよし、片栗粉をまぶし野

菜と煮るのもおいしい。とにかく豆腐は最上の食品！ 

http://robakunn.blog59.fc2.com/blog-entry-14.html 

9 彼は東京在住生活数十年。遂先日、新宿駅からピカピカ着飾った女性客を乗せて四ッ谷方面へ、すぐに同郷か！と親しみを覚

えたが、余りの済ましに、気持ちが乗らなかったと！。 

https://ameblo.jp/kawamotosanpo/entry-10172181467.html 

10 お料理は、蟹酢の先付に始まって鯛真丈の済ましにとろ鮪の炙り鮨に鮪のお造りです。 

http://yaplog.jp/tonbi119/monthly/201312/1 

11 ファンの済ましにキレるのもう飽きたよ 

http://girlschannel.net/topics/691237/3/ 

12 朝はホテルバイキング形式で昼食はオプション牛肉 

弁当で夕食もオプション稲荷ずし弁当でバス車内の済ましでした。 

http://94143699.at.webry.info/201501/article_9.html 

13 はさみでジョキジョキ荒っぽく採取し試しに済ましで食べてみた。けっこういける。 

http://www.ittsu.com/kinoko/senbonkunugitake2.htm 
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36．「住み」に関する用例 

番号 用例 

1 バイク屋との付き合いについて 

私は住みが北海道で将来就きたい仕事が北海道各地を数年間単位で何回も転勤するような仕事です。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10110103845 

2 住みが一緒 

http://mmm.mocaapp.jp/tagList?accountName=ys8387rq&tagId=12833 

3 年齢と住みが近い方！！ 

プロフ見て良かったら！！ 

http://atmeltomo.com/modules/soudan/index.php?topic_id=190826 

4 住みが近い友達募集！ （投稿 ID : raro ）  

http://jmty.jp/chiba/com-fri/article-raro 

5 住みが新潟なんですが、修学旅行で今月の 11~13日まで京都行きます！そのときにホテルでジャニーズ WESTが出る番組が見

たいです！何時に何があるか教えてください！ 

http://lineq.jp/q/41831713 

6 ラ 9インでゆるくやりとり出来る 

ママ友を探してます♪ 

年齢や住みは気にしないので 

ママさん・プレママさん 

仲良くしてください(^-^)/ 

住みが同じでしたら、 

ランチとか出来たら嬉しいです♪( ´▽｀) 

http://sukupara.jp/mtn_thread_show.php?thread_id=2064 

7 スクショ撮ってませんでしたが、なんかアイス食ってる写真も載ってました。はよ食えよ溶けんぞって思ったのは内緒ね。そ

して思い切り愛想を振りまき、さりげなく住みが書いていない事にも突っ込んでおきます。 

http://kamenotsuno.com/2016/04/19/line%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%A0%E3%81%8C%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%95%

E3%81%84%E3%81%8B%E3%82%89%E8%BB%BD%E3%81%8F%E6%88%A6%E3%81%A3%E3%81%9F%E8%A9%B1%E2%80%95%E6%84%9B%E7%90%86vs%E

5%AE%97-2/ 

8 よく、住みが秘密の人からメールが来て同じ地域と言ってくることがあるのですが(一斉送信は除外)やはり、住みがばれたく

ないからなのでしょうか？同じ地域と言われても、疑ってしまう失礼な自分がいます… 住みが秘密の方、そうでない方も答

えてくださる方、いますか？ ※気分を害された方がいたら申し訳ありません 

http://mocom.tv/pub/oshiete/list.phtml?id=1863180 

9 たとえば休日はガレージにこもり車やバイクを夢中になっていじるというような、好きなことや夢中なれることを出来る空

間が一つでもあるような住みが好きです。 

http://ecola.co.jp/staff.html 

10 

 

尼崎の賃貸マンションで住むなら、まずはどういう住みがいいかを研究してきましょう。尼崎の賃貸マンションならこういう

とろこがいいとか、こういう施設があってどうなのかを徹底的に追求します。 

http://www.cathy4realestate.com/ 

11 メンバー限定記事は、数回 yondaを確認できたら、許可します。 

住みが分かる方に限ります。 

http://www.dclog.jp/hhyb/ 

12 【血液型】や【住まい】もしっかり入力しておきましょう。血液型トークが好きな子も多いですし、住みが近いと地元トーク

なんかもできますからね。 

http://ayatocom.net/livechat/11382/ 

13 住みが近ければ一緒に遊べたらなと思っています(*'ω'*) 

http://friend-kj8.1616bbs.com/bbs/friend-kj8_thread_3.html 

14 チ寄りの方/優しい方/私と趣味が合う or理解の有る方 

フェムさんや中性さんが好きです。 

できれば関東で住みが近い方だと嬉しいです 

http://bian.appstyle.org/sp/index.php?&bbs_id=3&adtag=&page=20&area=8 

15 東北在住の 19歳♀です。 

キャラはみんな好きですが､不二･ブン太が特に好きです(*´ω`*) 

テニミュは 1st･2nd･3rdとどれも好きですが､観に行けたことがあまりないので､是非また観に行けたらと思っています。 

住みが近ければ会って色々な話も出来たらなあ、と考えています(*^^*) 

http://www1.ezbbs.net/cgi/bbs?id=saikinn&dd=35&p=1 

16 深夜だったので 2 人で会話をしていたのですが、住みが同じ地域ということがわかり、今度近くまで行くから会おうよと言

われました。 

https://xn--o9jm2rjb7re3701dqh4b0p9e.gamewith.jp/answers/show/108119 

17 え～？？？ 

住みが近い？？？ 

そんな偶然ってあるの？ 

だって鹿嶋市ってここだよ？ 

http://tsr-os.com/2016/04/27/akari/ 
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18 これは Skype で出会おうとする奴だったら同じことを感じたことがあると思うが、せっかく良いなと思った女の子を見つけ

ても住みが遠くて会えないということがよくある。これは本当に勿体無いことであり、大きな機会損失だと言えよう。 

http://xn--skype-

z53doiq24uiofmo9c9lq.com/Skype%E3%81%A7%E5%87%BA%E4%BC%9A%E3%81%86%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98/%E5%A5%B

3%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9F%9F.html 

19 住みが近いので、よろしければ、ご一緒しましょう。  

雪山に行けるような、車出せます。 

http://www.singinthesnow.net/users/2526/petit_comments/65979 

20 住みが近いかなって思ったのでメールさせてもらいました☆ 

実は私、リアルに絡めるお友達探してるんです♪ 

時間持て余してるし、なんだか毎日寂しくって… 

あの、私ここ初めて使ったんですけどここ男性有料なんですか？？ 

https://www.the-zenith.net/blog/not-decoy-teach-e-mail-address-immediately-happymail/ 

21 【定期】埼玉/さいたま/大宮☆☆ 上尾/岩槻/春日部/川越/浦和/越谷/草加/久喜 音楽好きな人とか、住みが近い人 絡んでく

ださぃ 

http://matome.fanweb.jp/thesaurus/realtime/VC0002439.php 

22 メだった場合はこちらから東京や名古屋まで出向かなければならないであろう。また、お互いに地方の参加者で住みが近けれ

ばラッキーだ。逆に住みが遠かったら遠距離恋愛の覚悟をしなければならない。遠距離恋愛が嫌ならば、住みを最初に聞いて

その時点で無しならば他の人にどんどん目を向けるようにしよう。 

http://mens-up.jp/machikon 

23 住みが離れてる彼氏とのデート終わり、別れる時に｢なかなか泣かない人なんだけど、なぜか泣いちゃうんだよ

ね(涙)｣ 

って言った。 

多分、ドンびかれた(´·_·｀) 

http://gtitter.com/t/3009462 

24 依存体質じゃない子を探すことができるかも！？ 

住みが近くないことを利用したご当地＆方言トークで盛上がるべし。 

http://matching-deai.com/pairs/1502/ 

 

25 

住みが近い方、顔写メ or プリをプロフなどにあげてる方、優しくて明るい方、趣味などが合いそう

な方、返事を短文返ししない方はぜひ絡みましょう！ LINE やカカオもやってま～す！返信はかなり

マメなので、しっかりコミュニケーションとれますよ♪ (*^ｰﾟ) 

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=5995131&id=76641795 

26 長野県松本市に住んでる 22  

住みが近い人、年が近い人、ベビの年齢が近い人…色々お  

https://cookpad-baby.jp/talk/topic/detail/7525 

27 紅楼夢、例大祭が主な参加イベントなので 関西、関東に近い住みが好ましいが イベント参加できるなら住

んでる場所は 気にしないが推奨条件(？)です！ 

http://www.pixiv.net/member.php?id=12703975 

28 本せどらーさんで住みが僕と１駅しか変わらない所に住んでるそうです笑 

http://sedori-

amazon.net/%E8%AA%AD%E8%80%85%E6%A7%98%EF%BC%88%E6%9C%AC%E3%81%9B%E3%81%A9%E3%82%89%E3%83%BC%E3%81%95%E3%82%93%

EF%BC%89%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E8%B3%AA%E5%95%8F 

29 年齢は 18で住みが兵庫です。 『太りたい(>_<)』というレスの方と住みと年齢と悩みが全く同じです。私はもともと昔っか

ら胃が小さくてあまり食べなかったんです。 

 http://www.futoru.com/article/15055499.html 

30 例えば同じ地域の男性にメールを送るなら「住みが同じだから」とか「近所だったら」というのは誰もがやっているので具体

的に地域のニュースに触れるとか何処そこに行った自分の行動記録の報告とか  

http://xn--dckzcgqe4npcy565c1ml.xyz/execution/simultaneous 

31 あなたの住みが近いのはどこですかい？ 参考にしたいのでお願いします(´･Д･)」  

https://twitter.com/ajikichi2525/status/718670905941962754 

32 そこでグッズの渡し方について、 

お互いの住みが離れているので、郵送になるんですが、 

簡単で良い郵送方法は何ですか? 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1369331303 

33 明日セクパワ魂に参戦するんですが…横浜住みの子と参戦なんですが私の住みが埼玉なんです。 どーしても横

アリに行くまで 2時間は掛かります。 

http://lineq.jp/q/18927921 

34 自分の住みが、千葉市内で相手の住みが、東京の池袋近辺です。 

相手は車移動で、合流後は車になると思いますが、私は電車で移動になるのでちょうどよい待ち合わせ場所の

指定に困っています。 

http://okwave.jp/qa/q4212477.html 
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35 私は、23 歳の女です。  

20 代の住みが近い未婚の親友になれる人、男女関係なく募集中です。   

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=107574&id=78569434 

36 * 相手の写メを見てがっかり 

* 相手の住みが遠方 

http://freegreenlife.com/?p=4910 

37 暗殺教室の前売りってどれくらいの速さでなくなると思いますか？ 私の住みがｸｿ田舎なので最初の暗殺教室

は発売して 3日たっても売ってたのであるかなと思うんですが田舎住みの皆さん教えてください(*´-`) 

http://lineq.jp/q/33247239 

38 ・公演日二日前から私が県外合宿免許に出発してしまうため、当日会場付近での手渡しが不可  

・お互いの住みが関東、中国と離れているため事前手渡し不可 以上の理由から、代引き郵送にてチケット受け

渡し方法をとりました。 

http://chienosakaba.tank.jp/search.php?q=%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%80%80%E5%BD%93%E6%97%

A5%E5%8F%97%E3%81%91%E5%8F%96%E3%82%8A+%E5%BA%A7%E5%B8%AD 

39 そういえば熊本県が地震で大変な事になってますね   

私の住みが隣の県なので震度 3か 4か忘れましたが揺れましたね   

http://ameblo.jp/yabeeeeg/ 

40 今は一人暮らしなんですが、みなさんは休みの日は何してますか？ なんだか、一人の時間の使い方がわからな

くて ちなみに今の住みが地元では無いので友達は全くいません 

http://tell-me.jp/q/2485785 

41 着払いの送料ですが、相手のプロフに飛べば相手の住みがわかりますよね。 

普通それで自分の住みと照らし合わせて自分で料金を調べるものだと思いました。 

出品者からは「○○県からの発想になります」くらいで。 

http://www.cosp.jp/chie_question.aspx?id=49301 

42 俺も元々の住みが比較的近いとこだけど、寄居か小川の可能性を考えて入寮を選択  

そしたら狭山配属＋青梅寮で家より遠い上にバスのせいで通勤時間がヤバイｗ  

http://tamae.2ch.net/test/read.cgi/part/1449455479/761-n 

43 もしかして、クロちゃんさんの住みが南風原ってなってたので、長○川ですかね…(笑)  

さすがにヒルがいたら、厳しいでしょうね( ノД`)  

http://okebi.blog.fc2.com/blog-entry-17.html 

44 自分の事だと思ったら気軽にまずは連絡してみてくださいね☆ 

年下の住みが近い人待っています！ 

よろしくね^_^ 

http://atmeltomo.com/modules/nendai/index.php?topic_id=1906040 

45 私は LINE でも DM でもどちらでも大丈夫なのでそーやんさんの都合が良い方法で連絡を取らさせて頂きたいで

す！私の住みが埼玉なのですが都内でしたらある程度行けます！ 

 http://twilog.org/tttmkkk1119/date-131109 

46 あぁクオカ行きたいですなー 

私の住みが田舎なもんで、なかなか買い物行けません… 

パンもヤバい美味そうです。 

またもやよだれが…笑 

http://marimocafe.exblog.jp/9147476/ 

47 主催者さんと旦那さんとの住みが近いのが驚いたなぁ  

他の参加者さんとも親しくなってよかったよ  

http://minkara.carview.co.jp/userid/1682028/blog/29336343/ 

48 数日後相変わらず連絡が来なかったので彼女のリアルを確認してみると、 

自分の住みが同じメンバーと言っている友達と遊んでいる写真がアップされており、 

彼女の家で男二人、女二人で遊んでいる写真があり気になってしまい・・・ 

彼女にまだ許せないですか??電話したい・・・・苦しいと送りました。 

http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa8086586.html 

49 私は中 2ですよ(=ﾟωﾟ)ﾉ  

やっぱり東方はネットで有名になったからか、私の周りもあまり知っている人はいませんねー  

まあ私の住みが田舎だからってのもあるんでしょうけど(笑) 

http://ha10.net/fan/1396369808.html 

50 住みも一緒だったから通話をしてて冗談交じりに  

「今日飲む？ｗ」  

って言ったらあっさり承諾してくれた  

http://blog.livedoor.jp/kekkongo/archives/1847704.html 

51 今の市長の住みがあっちのほうなんでしょ？だから全部移動させてるって聞いたけど 

http://stretcht.blog.fc2.com/blog-entry-6.html 

52  友達とやらも切った方がいいのでは？友達の友達辺りが親切な人なら今の住みがバレるかもよ。 

http://kazokuchannel.doorblog.jp/archives/48498084.html 

53 ガルちゃんでよく出て来るはしたかってやつ。  すごく気になるけど、通販しか売って無いのかな？私の住みがド田舎だか
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ら、見た事が無いだけ？ 

http://girlschannel.net/topics/291666/ 

54 Twitterでその人の住みを知ることってできるんですか？逆探知とかなんかで 

http://lineq.jp/q/41373220 

55 神戸とか名古屋ってよく聞きます。 

アプリとかで人とチャットしてると、必ずと言っていいほど、『オレ神戸』とか、やたら自慢してる風に言います。 

なぜ、自慢かと思ったかって言うと、自分の住みを自ら言う奴は神戸が多いっていう。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11146930861 

56 地域によって差が有りますので 

質問者さんの住みを此処に書き込めないのでしたら 

直に 電話した方が早いでしょうね 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10109958945 

57 何で自分の住みを教えられるの？ 百歩譲って地方しか教えられないよ。関ヶ原から西か東かで答えてるけど、どうしよう。

やたらと色々聞かれるし聞いてもないのに教えてくる 

http://x.z-z.jp/thbbs.cgi/versusyou/10138/ 

58 俺は３０前半だ。 年齢は気にしない。気軽に申し込んでほしい。   

・大体でいいので兵長の住みを教えてください。 

http://x.z-z.jp/thbbs.cgi/versusyou/16349/ 

59 すぐに会いたい様子だったのに、このようなやり取りは無駄以外の何でもありません。 

自分の住みを言って、こちらのも聞けばいいだけですから。 

http://xn--cck8axg7a3c3010aghe5pedo5en39a7p3b.net/deaitalk/ 

60 この時点で関東住みバレバレですが。  

ミュウさんは私の住みを知っているのでその県の店舗のガラクタ鑑定団だと思っていただければ！ 

http://pokemoncards.blog.fc2.com/blog-entry-120.html 

61 あなたの住みを明記してくれたら参考になります。 

ちなみに私は福岡県北九州市です。 

http://qa.gree.net/forum/question/5625136 

62 そういうのは切ればいいだけだが悪質なのは家が遠いのに近くに住んでるって嘘つく女だな。  

これは１人だけいた。長時間通話した後で本当の住みを言いやがった。 

http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/motetai/1354717885/ 

63 ビニールハウスの布団が置いてるしたに野良の猫ちゃんが居ましたが 

大人達のかってな理由により猫ちゃん達の住みを崩壊させ見つけ次第捨てられるらしい。 

こうして人間嫌いの野良も増えて猫の心もこわされていくんだなぁっておもいました。 

https://twitter.com/fukuharu88 

64 二人分の食費 婚約者と一緒に住みを始めました。私は女です。 

二人分の食費で、月４万円は高いですか？ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1026105895 

65 近々アパートに住みを借りようと不動産会社に行き希望の部屋を見せてもらい手続きに入りましたが審査があるようでクレ

ジットカードの番号を書く欄があり 

そこ のクレジット会社に信用情報の問い合わせをし・・・など書いてました。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1439177174 

66 その他のイベントに参加して元からある価格を比較するのに住みを継続する 

http://www.hostel365.net/jp/page.html 

67 実際は、【12月 1日】より新しい住居に住みを始めます。 

http://www.kokuho-keisan.com/calc/calc.php?area=122190 

68 全都道府県にカパラーはいるのか？ やってみたいと思います！！ 最後はカパルにプレゼントします。 協力してください。 

方法はこのツイートに住みをリプするだけ！ 

https://twitter.com/yumimari2 

69 実際に住みを作っているところを見てみたい。 藁ぶき屋根の昔の農家。この日はなかでスイカときゅうりを売っていた。 

 http://chikaba.exblog.jp/20194470 

70 やればすぐに分かるんだよなこの勝利の方程式  

めっちゃスムーズに住みを聞ける 

http://deai.matome-point.com/archives/1059146997.html 

71 年齢と住みを教えてくださいね。 

http://skypech.com/search/samsara4050 

72 年齢と住みを忘れずにコンタクト申請くださいね。 

http://skypech.com/search/nanonanona22 

73 コンタクト送る時には必ず 

年齢、住みを書いてください。 

http://skypech.com/search/yunachanman_ren 

74 パソコンだったら Facebookの友達検索で、名前と住みを入力しての検索もできるんですか？ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13160498028 

75 リプライ有難うございます。申し訳ないのですが、画像にもあるように年齢と住みを記載の上再度リプライお願い致します。 
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http://tweez.net/moagoto/ 

76 初期メッセージだけだと寂しいので、申請の際は年齢と住みを添えて下さると嬉しいです♪  

http://www.skypechannel.net/search_tag.php?s_word=%E4%B9%99%E5%A5%B3%E3%82%B2%E3%83%BC 

77 グルに入りたい方は写メと年齢と住みを添えてメールして下さいლ(｀∀´ლ)   

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=2957641&id=80211485 

78 好きな子には首輪をつけてあげたいですよね？ 子猫みたいにたくさん甘えたり、よしよしされたい子居ませんか！？ 最初

に年と住みを書いてトークくださーい☆ 縦長色白マッシュ 

http://xn--line-jb1gh65fv8fqx3b2p7b.com/view/2932804/ 

79 プロフィールと住みを書いて送ってください。 急いでるため面倒なやりとりはお断りします。 [プロフ タチ？ネコ？リ

バ？] 

http://e.z-z.jp/bbs.cgi?id=urisenfree&num=110&style=1&p3= 

80 ＊フォロ~してくださってる方 ＊リプで担当と住みを教えて下さい ＊新規フォロワーｻﾝ大歓迎ﾃﾞｽ 

https://twitter.com/hashtag/%EF%BE%8A%EF%BE%9F%EF%BD%B0%EF%BE%85%E3%81%95%E3%82%93%EF%BD%BD%EF%BE%99%EF%BD%B0%E

7%A6%81%E6%AD%A2 

81 申請前に年齢と住みをコメント欄にてお願い致します。一部 23445661 

https://item.ticketcamp.net/sankinkotai-tickets/event-309504/23445661/ 

82 カラオケ、お酒、買い物、パズドラがすきです。お友だちがほしいので、どなたでもぜひー。できれば顔しゃめ交換できる方

で。はじめに、歳と住みをおねがいします＼(^q^)／ 

http://xn--zck8ci3613c97dd85a.com/line/view/544925/ 

83 住みと年齢と性別を記載の上、メッセージからお願いします♪ 

http://bk-2.jp/post/3760970 

84 女 性 で グ ル ー プ 入 り た い 方 募 集 し て い ま す  D M で L I N E の Q R コ ー ド と 住 み を 送 っ

て い た だ け れ ば 招 待 し ま す  

https://twicopy.org/atarimasuyoni/ 

85 無料で入れる温泉。しかも甘い温泉臭のする黄褐色の掛け流し湯。ぬるいので、いつまでも入っていられる。入浴する前に、

小さな番台に名前と住みを記します。私が行った時は見事に全員地元の方。 

https://onsen.nifty.com/yokkaichi-onsen/onsen007257/ 

86 年齢と性別は特にきにしませんが一応年齢と性別と住みをお願いしますよ♪ 

住み(県庁所在地？)でいいです！でももっと詳しく教えてくれるならヤッホーイです (笑) 

http://atskype.jp/modules/chiiki/index.php?topic_id=257792 

87 ナンネのプロフ見てわかってる筈じゃ･･･と思いつつ、歳と住みを入れて、「ナンネの ID消えれるけど？」って入れてみたけ

ど･･･  

http://sakuradot.com/article/3470.html 

88 相手の方が名前と親の名前と住みを聞かれたので答えました。 

http://onayamifree.com/threadres/1768793/ 

89 できるやつ、プロフと住み書いてよろしく♪  

http://www.coolboys.jp/local/c-board.cgi?cmd=all;id=messenger 

90 顔シャメは交換で、年齢と住みをメッセしてください(＞＜) 

http://kakao.friend-

land.com/%E3%82%AB%E3%82%AB%E3%82%AA%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E7%A6%8F%E5%B3%B6%E3%81%A7%E5%8F%8B%E9%81%94%E5

%8B%9F%E9%9B%86%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF/ 

91 すいません！ 更新遅れました。 僕のライン張っておきますので、よかったら追加してください。 年齢と住みをおねがいし

ます。 

http://tweettunnel.com/karekano9 

92 私も今日は会えませんでした。  

イニシャルスレに自分のイニシャルと住みを書きましたので、もしよければレスいただけたらと思います。  

http://toro.2ch.net/test/read.cgi/gay/1323160601/ 

93 女の子はとにかく頭真っ白って 

感じでした｡ 

名前と住みを言うと大野先生は 

●●ちゃんって読んでいました 

http://blog.crooz.jp/taka0704r/ShowArticle/?no=204 

94 年齢と住みを教えてほしい〜(*´∀`)b 

http://ja.whotwi.com/_Lu__/tweets/archive/2014/08 

95 出会い厨は年齢と住みを非公開にしとくとかなり防げるよ 

http://desktop2ch.net/wmotenai/1354210604/ 

96 あさかさんは携帯を解約と住みを県外に移して 

やるしかないです 

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/study/10917/1375646751/ 

97 年齢と住みを書いて送って下さい。直接お誘いします。  

http://shizu.0000.jp/read.php/adult/1103851913/ 

98 関西以外の住みで、関ジュが好きだから関西の方の大学受ける方とかいるんですか？ 

http://lineq.jp/q/41866168 
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99 島根の住みで、セクゾのファンクラブに入っている人に質問です！(中国地方の方もです) 

http://lineq.jp/q/20083089 

100 なかなか近くの住みで 踊りたいって人がいない哀しさ 

https://twitter.com/bnz_7220/status/763325220484546560 

101 広島の住みで 31までの人で心優しい人居ますか？ 

http://xn--line-jb1gh65fv8fqx3b2p7b.com/view/11082684/ 

102 山口銀行というところに振込みをしなければならないのですが、 

高校生で全くどうすればいいのかわかりません。 

愛知県の住みで、ゆうちょなら持ってます。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1121948881 

103 あっ YYC のプロフで実際と違う人もいるって聞いたので都内のどの辺の住みで何歳なのかも LINE してくれると嬉しいです

♪」 

http://39ra.info/bbs/?p=217 

104 今日は私の住みで 

雪が振りました 

チョー寒い!! 

けど、春服が気になって 

仕方ないです 

http://blog.crooz.jp/peach5tvxq/ShowArticle/?no=22 

105 まさかの僕の嫁さんの実家の近くの住みで地元ネタで盛り上がりました(僕の地元ではありません w) 

http://tweez.net/DIVINEROSAKA/ 

106 上がバカ過ぎて話にならないからやめて悠々バイト生活 3年目で、今後二度と正社員などやらないつもり 

実家の住みで嫁もいないから楽やわ 

http://burusoku-vip.com/archives/1780190.html 

107 流山、柏、松戸の住みでひまなママお話しませんか？ 

http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=434473 

108 有名なボカロ Pの住みと出身地を教えてください。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12164579112 

109 ちなみに 登録されている都道府県は自分の住みとは違います 

電話番号も違います 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1118415111 

110 趣味はお菓子作りです！！ 

あなたの住みと年齢教えてください 

http://onijima.jp/?p=34787 

111 大阪２１♀ 

暇だから話そぉ！♡ 

住みと性別はネタだよぉ！ 

http://skypech.com/id/yassine.kr95 

112 あの子私の幼なじみなの、、、、、、、。 

それにともなって私の住みと年齢わかっちゃいます（笑） 

https://www.instagram.com/p/BSeL751gVTb/ 

113 でも私の住みとは違う！！！ 

https://twitter.com/fig172_50/status/830605667870273537 

114 福岡かあ！私の住みとは逆だあ😂 

https://lineblog.me/melody_chubak/archives/207467.html 

115 しかも被害に遭われた地域も、ものすごくおいらの住みと近い。。。 

https://ameblo.jp/mofch/entry-12250691182.html 

116 （私は相手の住みと名字しか聞いてないのでしようと思ってもできるのが難しいですが…同じ名字が何件もあるので…） 

http://onayamifree.com/threadres/1768793/ 

117 着払いの送料ですが、相手のプロフに飛べば相手の住みがわかりますよね。 

普通それで自分の住みと照らし合わせて自分で料金を調べるものだと思いました。 

http://www.cosp.jp/chie_question.aspx?id=49301 

118 ちょっと前まで東京に住んでましたが人間関係などで仕事が上手く行かず地元に戻って来ました  

元々友達は少ないんですが地元の友達とは連絡取らなくなったのでこっちには知り合いが居ません。住みとか特に気にしな

いので良かったら気軽にメールして下さい。 

http://b.ibbs.info/chuukounen/?page=3 

119 自然界において水際は、陸植物と水生植物の混在する湿地形状を持ち、その領域は昆虫、貝類をはじめとする様々な生物の住

みとなっている。 

http://spokon.net/miyata/outline/natio02.htm 

120 苔はバイオの住みと餌になるため、HONOは苔を完全に落とさないようにしています。 

http://ranchugallery.com/page206.html 

121 

 

主婦で家にいて、友達もいない私は彼のラインや電話が楽しみになっています。 

12月に会いに行くからと言われてますが、私の住みとは全く違う場所を言ってるので、悩んでます。 
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https://okwave.jp/qa/q9080073.html 

122 今 カ ノ な の か 元 カ ノ さ ん な の か 知 ら な い け ど . . . .個 人 情 報 伏 せ て サ イ ト 情 報 の 住 み と ハ ン ネ

に 置 き 換 え て 。  

http://kanto.hostlove.com/it/20160824091943/7 

123 収益は半々でもらってる  

(追記)でびるの住みはののめろりんの住みと一緒  

https://2ch.live/cache/view/twwatch/1501382051 

124 俺の住みと名前いってみなさい 

http://yururiyanews.blog.fc2.com/blog-entry-1198.html 

125 数時間前提での意見ばかりだが、これ報告者の住みとライブ会場の情報ないよね。 

自分田舎だから、ライブ行く＝最低でも一泊二日、場所によっては足掛け三日って感覚だが。 

http://www.tanoshikoto.com/archives/46269352.html 

126 何でもするって、例えば？で、いくら求めてるの？住みと年齢は？質問ばかりですみません。僕は 33の静岡住みです  

http://shizu.0000.jp/read.php/poor/1187448621/163- 

127 海外の住みの人に、久しぶりに日本体感したい、とか言われたので、8 時代の山手線か京浜東北線から品川駅港南口社

畜ロードコンボお勧めしといた。 

https://twitter.com/yutamoto/status/806292367355457536 

128 大阪の住みの方で梅田に用事がある方、代理購入お願い出来ませんか？電車ピン電車ピンバッチ２個 

https://twitter.com/i/web/status/855105331797426176 

129 田舎の住みの世帯持ちですが頑張ってますです！ 

https://twitter.com/k_kamoyan 

130 SOHO・デザイナーズマンション・戸建集合住宅・部屋数可変型の出現や、公営住宅の充実など、地上 3階建てまでの集合住宅

は、バブル崩壊後の住みの嗜好の変化に対応する住宅形態をつくり、住宅市況に新たな需要を生み出している。 

https://www2.ksknet.co.jp/book/search_detail.asp?bc=92000087 

131 長崎市の住みの人にお聞きします！ この店わかる人いますか？ 

http://lineq.jp/q/61252316 

132 自分の住みの田舎町には、確認できているだけで 7個ほどです。 

家の周辺 1キロにはポケストもジムもありません。 

https://pokemongo.gamewith.jp/questions/show/143073 

133 既婚と聞いてこんなファミレス大丈夫か聞いたら 

その日は家族は実家に行ってて一人らしかった 

だから私の住みの方まで遠路来てくれたんだと思った 

http://blog.livedoor.jp/dokokae55/archives/24453023.html 

134 研究所の他の 3人の女性メンバーも、大阪府、愛知県、宮城県などからの移住者ですが、私を始め、メンバーが銚子に惹きつ

けられた魅力は、なんといっても、イルカ、クジラ、オットセイなどの群れ泳ぐ美しい光景を見て「言葉で表せないほどの感

動体験」ができる事、そして銚子のまちの住みの心地良さではないかと思っています。 

http://www.chiba-chiikishigoto.jp/worker/212/ 

135 俺の住みのところ納得すぎてわろた 

https://tr.twipple.jp/t/a2/894722839957315589.html 

136 223はちなみに何処の住みの人？ 

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/191988/res/1-2000/ 

137 韓国の AppleIDを作ったらこれみれますか？？ それかもう韓国の住みにしない限りみれないですか？ 

http://lineq.jp/q/52531816 

138 私の住みに近い場所でリア友になってくれる人いませんか？ 

22歳、既婚、子なしです 

http://jmty.jp/osaka/com-fri/article-6408a 

139 東京：メンバーの住みに近いところ（現在は荒川沿いで一人でやってます） 

http://www.net-menber.com/look/data/8982.html 

140 自分の住みに足りないもの⇒お金� 

好きな食べ物⇒いちご 

http://23.xmbs.jp/straw15berry-16902-n2.php?guid=on&page=2&view=1 

141 地元の待ち合わせ場所を調べるのがめんどくさい 

こっちの住みに会わせるために、こちらから待ち合わせ場所を提案させて、こちらの情報を集める 

http://deai-sakura.com/2017/01/13/post-4137/ 

142 そのため、4 人家族をターゲットにした中古一戸建て住宅を購入して、自分たちの住みや室内空間にリフォームす

ることで、各居室を広々と使用することが出来ます。 

http://novifoji.com/yamatosi.php 

143 ※この小説に出てくる人物の名前、ニックネーム、人物の住みなどはすべて架空ですのでご了承ください。 

http://uranai.nosv.org/u.php/novel/blackcat102/ 

144 そちらの住みなどは 

どちらでしょうか？ 

http://nan-net.com/wife/bbs/res/4/DG-5KnN/ 

145 相当頭悪いようで連絡もひつこく自分の住みなども 
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簡単に教えるようです 

http://bakusai.com/thr_res/acode=7/ctgid=103/bid=436/tid=4352692/p=5/tp=13/ 

146 今日はマイ現場の恩納村までの出勤です 

自分の住みから 41㎞の通勤になります 

沖縄では長距離出勤になります 

https://blogs.yahoo.co.jp/kaorukun100ren/35750231.html 

147 うちの住みからするとめっちゃくちゃ 

とおいんですけど… 

http://d.hatena.ne.jp/hitomi-5010/ 

148 やり取りして待ち合わせ場所や時間まで決めたのに、返信がなくなって姿さえありません。 

相手の住みからはかなり遠い場所なので、こっそり見て帰るとは考えられない場合もあるんですよ。 

http://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=112/bid=2836/tid=2733517/p=10/tp=2/rw=1/ 

149 静岡ひろいし浜松わたしの住みからめっちゃ遠いけど 

みんなに会いに行ってほんとによかった 

https://lineblog.me/sd_milk/archives/8311099.html 

150 カラオケなら札駅すぐのまねきねこか狸小路付近のがベターな気がします。 

皆さんの住みから真ん中くらいにありますし。 

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/10440/1358862657/ 

151 今日仕事してたらどっかの糞女にめっちゃ似てる人おって心臓痛くなった。 メンバー表見てもあの女の名前はここ一週間な

かったはずだしうちの会社駐車場ほぼないはずだしあいつの住みからうちの会社までそれなりにかかるしあれは赤の他人と

信じたい。 

https://twitter.com/7iro283/status/824544337262292992 

152 久しぶりの金沢。 

昔はよく行きましたが、今の住みから向うには結構かかってしまうので 

足が遠のいてしまいました。 

http://4travel.jp/travelogue/10929885 

153 人の住所なんて勿論 

あの…物覚えの悪い父ちゃんが 

ｱｲﾂの住みまで覚えてた事に 

あたしは驚いたね苦笑=э 

http://whitexxgarden.jugem.jp/?eid=45 

154 朝早くまーさんが 自分の住みまで加工図 

を取りに来てくれました！♪ 

https://blogs.yahoo.co.jp/kaorukun100ren/35839255.html 

155  そうですね、紅雪さんは悪くないですｗｗ 

凛珠さんは私の住みまでチャックしてましたけどね怖い！← 

http://group.ameba.jp/thread/detail/?groupId=T8L6qHXuKFZG&threadId=f6fea80d-443e-4a96-b7d6-

8433acf02931&page=1&order=asc 

156 あれれ〜自分の住みまで公開してくるくらいバカなのに、ラインはお話してからじゃないとダメだそうです。 

http://deaitaro.net/%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF/ 

157 確かに  

反省します  

セブ島まで書いちゃったわ汗  

ちなみに自分の住みまで書いちゃったさかい  

わても甘いわ汗 

http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/4649/1471142706/ 

158 キチガイ月がランキング争いで姐様に嫌がらせして姐様の日記でバトルしてたよなー  

姐様の住みまで調べてこのスレに暴露する腹黒いマン汁垂れ流しＢＢＡ月キメェ  

http://pele.bbspink.com/test/read.cgi/adultsite/1411043525/ 

159 僕の住みは北海道で、やっているテレビといえば週刊ＡＫＢくらいしか知らなくていろんなサイト調べてみてたら色々な番

組が出てきて頭の整理がつかなくて・・・ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1139370786 

160 僕の住みは、島根県です。 

皆さん、島根県って知ってますか？ 

http://yahechu9.hatenablog.com/entry/2017/07/02/090000 

161 私の住みは結構田舎で、郵便とかも他のところと比べて遅れることが多いんですけど先ほど届いたので！！！ 

https://twitter.com/rainbow__46/status/808895038679842816 

162 今の住みは三重県だけど、 

高校卒業したら地元の札幌に 

帰るので北海道の Jannerさん 

激しく募集中(^3^)/ 

http://profile.ameba.jp/natsukingu-sho125 

163 自分の住みは隣の市なのですが…同じ広島で起きたこととは思えません…。 
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https://ameblo.jp/jagaimokoomoroi/theme-10038249648.html 

164 僕 の 住 み は 広 島 に 近 い の で 、 こ の 辺 の お 好 み 焼 き と 言 う と 、 広 島 風 な の で す が 、 今 回 作 る の は 、

関 西 風 の お 好 み 焼 き に な り ま す 。  

http://www.hatebu.biz/entry/2017/02/11/180000 

165 *あなたの住みは？ 

https://ssl.form-mailer.jp/fms/57c4905a130748 

166 仕事柄、海外に買い付けにいったりしてます!! 

俺の住みは新宿です^^ 

そちらは？ 

http://onijima.jp/?p=37990 

167 念の為予備スマホでラインしてたら、サイトに入って、と（笑）  

プロフの住みは南区です。  

http://sakuradot.com/article/10241.html 

168 赤司の住みは京都、東京住みの降旗とはとても会う機会がなく、二人で会うのは本当に限られた時間だけ。 

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=2661041 

169 私の住みは田舎なので都会ほどの人ごみにはなりませんが、雨で混んだときには変な体勢のまま押し込まれて本当に内臓が

出るかと思ったことがあります^^； 

http://britec.seesaa.net/article/216874383.html 

170 ちなみに 広島だよ 〜 ふみちゃんの住みも聞いていいかな？ 

https://twitter.com/Silk_dw/status/837140613967437824 

171 （私が唯一希望を言ったのが、私の住みも横浜方面なので、横浜付近が良いなとここ言いました。） 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11163876921 

172 オカザイルめっちゃ面白かっためっちゃよかったヽ(；▽；)ノ 

自分の住みも愛知ということもあってですね 

https://ameblo.jp/bayashi8/entry-11635008788.html 

173 ツイキャスの男友達を通して知り合った仲で､お互いの住みも電車で 30分くらいの場所にあるので､今度デートしようか！な

んて話をしています笑 

http://bbs.fumi23.com/show.php?article_id=1978991&bbs_id=319&page=new 

174 茨城のつくばにあるジールサロンさん。 最寄り駅からは遠いので車での来店が必須になります。 わたしは生まれの住みも茨

城です。 

https://hairlog.jp/ibaraki/802/%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%81%B0%E9%A7%85/S19501 

175 お仕事お疲れさまでした、ゆいにやんの住みも教えてね 

http://minkuru.tv/main/diary_page.html?guid=on&u=145590&no=1436417729 

176 kradnessさんは何県に住んでますか?? その他有名な歌い手さんの住みも教えてください!! 

http://lineq.jp/q/17747424 

177 全く同じで、私もびっくりしました。 

埼玉の住みも近いかもしれないですね(^^) 

https://qa.mamari.jp/question/770638 

178 自分の住みも言わず交通費はきっちりしてるのね 

https://2ch.live/cache/view/news4viptasu/1495122313 

179  一般人の、ましてや未成年の画像を使用するのはいかがなものですかね？ある程度の住みも分かるし詳しく調べて可愛いか

らイタズラしに行こうって輩が出てきたらどうするんですかね？ 

http://gossip1.net/archives/1056236434.html 

180 こいつ自分から親しげに話しかけてきて、相手が新潟とか長野とかの住みだと分かった瞬間、「いらねっ」って言って消える

よ。  

http://mint.2ch.net/test/read.cgi/net/1485708762/ 

181 ４７都道府県の食べ物お取り寄せができます。 

九州の住みだとなかなか知らないものもあります。 

http://osaifu.com/contents/adsdetail/6c7c69/ads/MTAxMzk4OA==/ 

182 住みは駅のない田舎町ですが、東上線は最寄りであり一番使う路線ですよ〜 まぁ住みこそ田舎町だけどほとんど川越

にいるんでね〜 

https://twitter.com/tok_kwge_74/status/838009106317258752 
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37．「食べ」に関する用例 

番号 用例 

1 しかし、どうしても白米だと食べが悪く、おかずだけ食べて「お腹いっぱい」と言ってご飯だけ残します。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13131983498 

2 食べて欲しいと思って可愛い、楽しい感じのご飯にすると 

益々『食べること』以外に気がいって、食べが遅くなる悲しい長女ちゃん。 

http://kodomo-kosodate.info/shokuji_osoi1 

3 買ったお弁当や外食、保育園や他のママのお弁当はびっくりするくらいよく食べます。私お手製のお弁当だけ食べが悪いの

です。 

http://okwave.jp/qa/q3923990.html 

4 ６ヶ月半の息子がいます。 

５ヶ月になった時から離乳食をはじめました。 

離乳食初めから嫌がるわけでは無いので毎日食べさせていますが、食べが悪いです。 

http://www.jineko.net/forum/%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%BA%83%E5%A0%B4/232666/ 

5 夜遅く寝ると朝食が食べられなくなったり、外遊びの運動量が少ないと食べが悪くなったりします。 

http://www.city.ebina.kanagawa.jp/www/contents/1173862345545/index.html 

6 味が好みではないタイプ 

離乳食の頃からユカヌバを与えていましたが、どうしても食べが悪い犬がいました。 

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4183355.html 

7 主さん、不安な気持ちが大きいと思いますが…小学校入学までの辛抱ですよ。保育園で友達と一緒に遊んだりして体を沢山

動かせば、食べるようになると思います。 

それでも食べが悪かったら、家で何か子供が好きな食べ物を用意して待っていて下さい。 

http://mikle.jp/threadres/2051878/ 

8 離乳食関連で調べていたとき、食べが悪くなったら調味料も加えていく、とおっしゃられている方がいて、なるほどーと思

い子どもたちの変化に合わせてやってみようと実践してきたら出汁のみでここまできてしまいました。 

http://bonyuugairaitosyokan.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/10-6ee0.html 

9 息子も食べが悪かったのですが、幼稚園に通うようになったらモリモリ食べるようになりました。 

http://vanillafudge.jp/discussion/2012/0413-2/ 

10 １１ヶ月になる子どもがいます。 

家も朝は食べが悪いです。 

朝はおっぱいを欲しがります。 

http://onayamifree.com/threadres/1031568/ 

11 うちの子は、手間を掛けておかずなど作っても食べが悪く離乳食期は、大変だった事を思い出します  

http://teniteo.jp/2010/03/%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AE%E9%9B%A2%E4%B9%B3%E9%A3%9F%E3%81%84%E3%81%A4%E9%A0%83%E9

%A3%9F%E3%81%B9%E3%81%95%E3%81%9B%E3%81%A6%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%80%82/ 

12 このぶどう、ウチの子(４歳）も食べがよくなくて。。。 

といっても、手をつけないんじゃなくて、種が気になってゆっくりしか食べ進められない様子でした。 

http://costcotuu.com/20130318/post_19107.html 

13 ともかくオッパイが大好きなので、卒乳できるものならさせ てやりたいと思っていたのですが、離乳食の食べが悪いのと、 

2人目の事を考えると、何時になったら卒乳するのかと焦りが 出てきました。 

http://woof.seesaa.net/article/113337687.html 

14 今 8カ月の娘がいます！うちも、先月私が作った離乳食(野菜のみとかお粥のみ)とﾊﾞﾝﾎﾞに座らせて食べさせていたんですけ

ど食べが悪くて、困っていました｡ 

http://kaito-mommy.jp/q/9431 

15 うちも食べが悪く、おっぱい大好きなので、悩んでましたが、機嫌がいい時に食事というより色々な食感や味を体験させる

って意味で離乳食を進めて、嫌がる日は無理にはあげず、お休みするのも大事って言われました。 

http://tell-me.jp/q/439107 

16 大量にトマトソースを作り置きし、魚介類やきのこ、ベーコンなど色々と具を変えて頂くのですが、子どもたちが、少し細め

のパスタ(1.4～1.6)のほうが食べが良いようです。 

https://www.himawarinet.com/enq/enqdata29.html 

17 朝は 0歳児沐浴、園庭を行ったり来たり、プールの水位と塩素濃度測定（これも一度見せてもらっただけ）、昼は休憩時間 45

分と言われていましたが、園児と給食を取り（園児の食べを見ながら）すぐに園全体の掃除、洗濯、合間に保健業務。 

http://www.icci-chukatsu.jp/work.html 

18 ご飯の食べをきにして、甘いものを控えています。そのせいか、甘くないお菓子（せんべい）を好んで食べます。ベビーフー

ドは食べなくなりました・・・。 

http://plaza.rakuten.co.jp/akitot/diary/?ctgy=17 

19 食が細いために食べが悪い子と、ムラ食い・遊び食べで食べが悪い子ってどこに違いがあるのでしょうか？ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q107636125 

20 この時期に食べが悪いからと次々に新しい食事やおやつを与えると味の濃いフードやおやつばかり欲しがるようになること

もあります。 

http://xn--t8j4aa4n1i3dtbc1i7ri823anw0d.com/koinu_syokuji.html 

21 ともかくオッパイが大好きなので、卒乳できるものならさせ てやりたいと思っていたのですが、離乳食の食べが悪いのと、 

2人目の事を考えると、何時になったら卒乳するのかと焦りが 出てきました。 
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http://www.jyosansi.com/toshokan/situmonn/dannnyuu2.html 

22 後は、すするのが辛いのか、うどんなどは見るからに食べが悪いので我が家ではスプーンか、スナックのように食べられる

ものが多いです。 

http://kodomo-kosodate.info/byouki_shokuyoku 

23 やっと元気と食欲が戻ってきて私もうれしいです！豆腐、なかなか手軽だし抜群に食べが良くなるのでありがたいです！  

http://ameblo.jp/niconicokuriko/entry-11919619580.html 

24 食べることが好きになってくれれば良いなと思って、あんまりこっちも神経質にならずに食べが良かったら、拒否するまで

あげちゃったりします。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2014/0614/663626.htm?g=05 

25 離乳食を進めていく途中で、急に食べが悪くなった場合は、柔らかさを一段階戻してみましょう。 

http://sokkadayo.jp/167/ 

26 保育園でお昼に食べが悪かったと言われて 機嫌がよかったのでミルクをあげなかったと…  

http://mikle.jp/threadres/1777949/ 

27  乳児期に食べが悪く、体重増加が悪い場合でも、無理やり食べさせる必要はありません。あまり積極的に食べないために、

食べやすい炭水化物主体の、口当たりが良く軟らかいものばかり与えがちですが、将来偏食傾向を招きやすいので、繰り返

し何でも食べさせるように心がける必要があります。 

http://www.hattatsu.or.jp/iryou/iryoucolumn.htm 

28 お昼ごはんは 確かに食べが悪くて  

野菜ゼリーと 雑炊数口で 終わってしまいました 

http://lefthandermiwako.blog75.fc2.com/blog-entry-562.html 

29 麺つゆは何度か黙って出したことあるけどすぐバレる。  

基本、文句は言わないけどあきらかに食べが悪いからわかる。  

http://magunibo.blog.fc2.com/blog-entry-1967.html 

30 明らかに食べが悪くなっているのなら、まだ様子を見ていいのではないでしょうか^^ 我が家は 8カ月の娘がいますが、なん

せ共働きなもので… 夜ごはんはほとんどベビーフードに頼っちゃってます^^；  

http://key15.keysitem.xyz/506/kyotonya_10003232.html 

31 今は、適度に食べが慣れてきました。また、夜は、ご飯はとても少なく（晩酌・おかずは今までどおり、でも腹 8分目）して

ます。 

http://blog.livedoor.jp/sakura_life/archives/cat_50002263.html 

32 8 ヵ月、離乳食の食べが悪いです。   

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1298866397 

33 離乳食の食べが悪いと責められます            

１０ヶ月の息子がこの頃、離乳食を食べる時と食べない時があります。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2010/0619/324353.htm?o=0 

34 離乳食の食べがいまいちになりました・・。 

９ヶ月に入り、２回食もかなり軌道にのっていたので、３回食へと進めました。  

が、何だか食べが悪くなってしまいました・・・（涙） 

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3127331.html 

35 ご飯の食べが悪い、プラネタリウム、あむないよ   

朝ごはんの食べっぷりが悪いです。まぁ朝は誰しも仕方ないんだけどねぇ。。 

http://tawashiblo.exblog.jp/11213854/ 

36 離乳食の食べが悪い      

８ヶ月の子がいます。今までは順調に離乳食が進んでいて、３回食で量もかなり食べていたのですが、ぐずって食べなかっ

たり、機嫌の良い時も少し食べては遊びだしてしまうようになりました。 

http://www.toku-chi.com/pages/bbs/topic_detail.htm?id=43480 

37 離乳食の食べが悪くなりました(>_<)   

http://pigeon.info/soudan/soudan-22911.html 

38 ごはんの食べが悪い!! 

フルーツの食べは良い…暑いからでしょうか( ͒ ́ඉ . ̫ ඉ ̀ ͒)  

http://ameblo.jp/ichigorinchan15/entry-11535561590.html 

39 離乳食の食べが悪いことを保健師さんに相談したところ、まだトロミが必要かも…と。餡かけ焼きそば、食べるかなぁ 

http://twitterbabys.com/page/3/?s=%E9%9B%A2%E4%B9%B3%E9%A3%9F&category_name=2011aug_baby 

40 離乳食の食べが悪い日。 

http://raiseasail.exblog.jp/14956219/ 

41 飲み＆食べが悪い（もうすぐ７ヶ月） 

来週で７ヶ月になる男の子の母です。  

http://mikle.jp/threadres/1335261/ 

42 ご飯の食べが悪いときにふりかけのようにして使うこともできるのでとても便利です。 

http://www.coneco.net/hand/read/vol_06_2.html  

43 食事の食べが最近悪いが、食べられなくなっても利用できるのか？  

http://www.jhn.or.jp/rouken/#0405 

44 カレー粉が少し入るだけで、子供たちの食べが違います！ 野菜たくさん食べれます。 
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http://www.tsuntsuku.jp/reshipi.html 

45 離乳食の食べが少ないときには飲ませていただいています。 

http://solanin928.cocolog-nifty.com/blog/cat52291045/index.html 

46 お昼の食べが悪かったせい、時間をあけたら食べるかなと思ってけれど食べず。しかものけ返ってまで、座ることを拒否。 

http://ky0321.exblog.jp/21657956/ 

47 >>611さんの場合は、離乳食の食べが悪いなら離乳食前の授乳は省いてみたら？ 

http://toro.2ch.net/test/read.cgi/baby/1378178065/ 

48 坊には、カッテージチーズにメープルシロップをほんのちょっとだけ混ぜたものを、お粥類の食べが悪くなった時にお口サ

ッパリポジションで間に食べさせると食べが復活するので重宝  

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/net/1364186083/ 

49 最近果物の食べが悪いんだよな～。 

ちなみに、今日の朝ご飯は…昨日ダンナがゲームセンターで getした「ともだち 8人」のランチプレートで出してみた。 

反応は良かったけど…だからと言って食べが良かった訳じゃないかな(笑)。 

http://marieantoinette07.blog52.fc2.com/blog-entry-994.html 

50 14:30にミルクを飲むと、 

夜ごはん（三回食）の食べが悪いようなので。すっぱりやめすぎかな？ 

http://ebineko7.exblog.jp/pg/blog.asp?dif=m&acv=2014-03-01&nid=ebineko7&p=2 

51 昨日の朝、ご飯の食べが悪かったんですよねぇ。 

何だか行動も遅かったし、発症の前兆だったのかも。 

http://lovin-1873.jugem.jp/?day=20140128&PHPSESSID=28ceccb189d6fb763b38d2c7c91881f8 

52 日本「米粥の食べが悪かったら、だし汁などで、風味をつけるとよい」 

カナダ「素材そのものの味を教えるために、味付け一切なし」 

http://maeblog.com/blog/archives/130430 

53 息子の食べが悪いとすぐ他の食べ物を出してくるし、「そうだよねー！コレ美味しくないよねー！ばぁばも嫌い！」とか、 

http://plaza.rakuten.co.jp/sprngwood/diary/201311190000/ 

54 おっぱいをあげる量が多いのかな〜とは思ったんですが実際今は極限までお腹を空かせないと離乳食の食べが悪いので日中

はあまりあげていません。 

http://nimumami.blog.fc2.com/blog-entry-237.html?sp 

55 例えば、ご飯の食べが悪かったなら、残してしまったご飯をおにぎりにしてあげたり、ビタミンの不足なら果物をとりいれ

たり、不足しがちな野菜を用意してあげると 一日の栄養のバランスも取れてきます。 

http://plaza.rakuten.co.jp/sprngwood/diary/201311190000/ 

56 ママ自身が思春期まで、やせっぽちで恥ずかしい思いをしてきた。離乳食の食べが悪く、「自分と同じような思いをするので

は」と心配になった。（1歳） 

http://www.hagukumi.ne.jp/angel110/special/38.shtml 

57 もうすぐ 8ヶ月になる今でも離乳食の食べが悪く、悩んでいます。 

http://www.unicharm.co.jp/moony/taiken/09_02.html 

58 離 乳食を 初めて もうす ぐ 1 ヶ 月。そ こそこ 離乳食 の食べ が良 いみた いで、 しかも水 も飲め るよう に

な って乳 を飲む 絶対量 が減っ たから か、飲 まれな い分が 貯まっ て胸が パンパ ンにな ります 。  

http://bastet.mamagoto.com/Category/16/1/ 

59 離乳食の食べがいまいちだったり、夜泣きが激しかったり、いろいろ大変だったけどそれがだんだん、こんな思いをしてい

るのは自分だけじゃないってことが、理屈抜きに実感できるようになってきました。 

http://ameblo.jp/anemone-oasis/archive-201405.html 

60 元々離乳食の食べが悪く、最近では 1 口 2 口食べて、後はベーっと出してしまうくらいで、普通のご飯に納豆や、鰹節を混

ぜたものは多少食べる程度なんです。 

http://chiebukuro.yahoo.co.jp/tag/tags.php?tag=rs%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%2C%E9%9B%A2%E4%B9%B3%E9%

A3%9F 

61 うちの娘(１歳)は夜中にミルク飲まないのに朝７時頃の朝食の食べが悪いです。  

http://www.babycome.ne.jp/community/223756 

62 献立は「ご飯、牛乳、高野豆腐の卵とじ、ごまあえ、紫いもチップス」です。野菜たっぷりの献立ですが、子どもたちの食べ

が良いメニューです。 

http://www.city.shinshiro.ed.jp/weblog/index.php?id=shinshiro28&type=2&category_id=4940&date=20140128 

63 181)二人とも咳しよる。運動会が終わってさらに寒くもなったし、か。テルはご飯の食べが悪いなぁ。チナミより咳が多い

し。 

http://nomusan.hatenablog.jp/entry/20131002/1380661248 

64 完母の子は離乳食の食べが悪い子が多い気がします。ミルクほど一気には飲めないし、小さいころから「泣いたらおっぱい」

が母子ともに身についてしまっているからです。 

http://www.jineko.net/forum/%E5%AD%90%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%BA%83%E5%A0%B4/201488/ 

65 その後は個人相談の時間。気になることを保健師さん、食事についての相談を栄養士さんに相談することができます。私は

息子が野菜を食べてくれないこと、ご飯の食べが、少ないことなどを相談しました。 

https://www.kosodate.city.ota.tokyo.jp/community/others/m/e/2nao_1.php 

66 ご飯の食べが悪い。ご飯の真ん中にでんぶを隠したり、のりをキャラクター型に切って乗せたりして目先を変えてあげると

楽しい。 

http://hiyokko-hiroba2012.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-21.html 
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67 お友達のおうちでおやつを貰ってご飯の食べが悪いと激怒。それが苦痛で苦痛で。 

http://sweetbaby.blog.so-net.ne.jp/2013-04-24 

68 ベビーフードの準備はしました。バナナの食べが良いので、1本用意しておいていただけないでしょうか？ 

http://mamldivers.com/mt/2013/12/post-92.html 

69 うち、もう味付け解禁しちゃったよ～。薄味だけど、付けないと食べが極端に悪くなっちゃって(^_^;) 

http://togetter.com/li/589031 

70 お友達が遊びに来る時や、娘の食べが悪い時に現在大活躍中のこれ。 

海苔を切る型と、おにぎりの型が付いているので型に少量のごはん、具、ごはんを入れてまずパンダの形を作り、海苔を型押

しで切り取るとパーツができるので貼るだけ。 

http://mineko217.blog.fc2.com/blog-entry-148.html?sp 

71 もし、お弁当のご飯の食べが悪い、というお子様がいらしたら、「ゆめぴりか」を試してみることをおススメします。 

http://en-enjoy.net/yumepirik/ 

72 夕食の食べが悪くて、心配なときは、寝かせつけの授乳までに、ミルクを 

２００ｃｃ程与えると、カルシュウムは夜間の吸収が良いのでお勧めです。 

http://www.ohtaclinic.jp/faq/2013/08/post-422.html 

73 6枚切り食パンで試しましたが、ぎゅっと押すので、ペチャンコになります。食パンの食べが悪い 1歳半の息子が、アンパン

マンに大興奮でキャラ 4人分×2枚づつ食べてくれました♪  

http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B0021L94XK 

74 最近、食べが悪くなってきていた離乳食、意識して楽しもう！とやりだしたら、また、食べてくれる

ようになってきた。  

http://merumiren.merumiru.com/?eid=124 

75 今は、６時４５分頃に起きています。離乳食の食べがイマイチで、私が仕事に８時に出かけるので、ぎりぎりなのですが・・・

（歯磨きさせていけ、とか言われ、同居なんだから協力してほしいと思ってしまいます） 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11139718066 

76 野菜ってほんの少しだけ塩をするとグッと甘みが引き出されるから、ごく少量のお塩も使っています。（その方が息子の食

べがいいのです）でも、やっぱり冷凍した野菜は食べがイマイチでべーっと出す。 

http://sako-favorite.seesaa.net/archives/201011-1.html 

77 11ヶ月の娘がいます 離乳食の食べが悪いのもあり、少しずつ断乳していったほうがよいのかときになっています。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1491874614 

78 病み上がりで、ただでさえ離乳食の食べが悪いというのに 1 日に 2 回もミルクをはいてしまうと栄養が摂れないじゃないか

い 

http://family.web-areas.com/?cid=47948 

79 で、今日はやっと朝昼とご飯をまあまあ食べたし、そろそろ治ったな～と思いきや、また晩御飯の食べが悪いから熱測って

みたら上がってる… 

http://chiyohm.exblog.jp/m2013-09-01/ 

80 息子の離乳食の食べが悪かったので保健士さんに、やってみたら？とすすめられたことや、離乳食メニューにも手づかみレ

シピがよくのっているので、どこのママさんも成長の過程でやられてることかと思っていましたが、意外に「させない派」の

ママが多くて義理母の意見にも納得できました！ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13106882448 

81 うーん。離乳食の食べが悪いからかギリギリまではミルクあげたい気持ちで(+_+) 

http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=2241484&sort=1 

82 最近パンがゆの食べがあまり良くないです・・・ 

パンがゆには粉ミルクを入れているので、そのせいなのか、それとも気分のせいなのか・・・ 

http://okocafe.blog.fc2.com/blog-entry-149.html 

83 例えば朝食を摂取して登園する児は多いが、朝食内容としてはご飯に比べてパンの場合が多く、園の給食献立においてもパ

ン食の方が子ども達の反応・食べがよいこと、反面、和食で使用されることの多い食材は子ども達にとって馴染みが少なく、

給食での食べが悪いといった、家庭での食経験の偏りや狭さが子どもの食習慣・嗜好にあらわれていることも懸念される。 

http://www.vill.hakuba.lg.jp/somu/plan/food_education/conference/third/food_conference_05.pdf 

84 おやつの組み合わせは乳製品や芋、季節のくだもの、水分のようなもので充分です。その前の食事の食べ

が悪かった場合などは、おにぎりやお好み焼きなどにしてあげるといいですね。  

http://www.town.shimonita.lg.jp/hoken-kankyo/m03/m02/m05/08.html 

85 個性ですよねえ・・・上の娘は本当に、離乳食の食べが悪く、 

今でも食が細く、食材にはこだわるくせに、量は食べず、一口食べたら旅に出てしまう始末(> <) 

http://sakichi.com/69-07784.html 

86 食事についてですが、いつもドックフードに香り付けとして缶詰を少し混ぜて与えています。食べが悪いときは大好物の鶏

ささ身などを混ぜています。 

http://www.dogoo.com/toukou/dogqa/faq_log/20002659.htm 

87 よかったですね！ 

書いてから、うちのちぃさんも急に食べが悪くなりました 

http://group.ameba.jp/thread/detail/NrzkO2ETtSwg/e83c0d8c-a4d8-4feb-8c1f-38717ece28d4/ 

88 食べが悪い時のご飯の与え方 

http://www.poos-house.com/info/kyouseikyuuji.html 

89  数日あげてみて食べが悪いようでしたら次ぎのフードを試してみてもかまいません 
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http://www5b.biglobe.ne.jp/~fedha/qa_03.html 

90 食べが悪い時は、犬用の粉ミルク（人間用の牛乳は不可）や、子犬用の肉缶、ササミを湯がいたものなど

を、少しだけフードに混ぜて与えると食欲を増進させます。  

http://www.11wanko.net/contents2/food.html 

91 以前より、少しおとなしくなったような気がします。このフードは食べがよく、食欲もあったので、切替えには苦労しません

でした。 

http://pd.hills.co.jp/thyroid/case01.html 

92 スズムシには魚粉などのタンパク質と水分をとるための野菜を与えます。昔からスズムシの餌といえば煮干とキュウリ、ナ

スが定番のように言われていますが、煮干丸ごとよりは粉砕して魚粉になっているほうが食べがよく、よく育ちます。 

http://www2.hamajima.co.jp/~tenjin/album/insect/suzukai.html 

93 それで食べてくれる様でしたらば、比率を少しずつあげていきます。食べが悪くなったら、一端食べた比率まで戻します。 

http://navi.harinezumi.org/4-hensyoku.html 

94 はじめの１、２日目は警戒して食べが悪くても、巣箱の中で親鳥から充分に栄養をもらっていたヒナで、元気にしていれば

心配要りません。 

http://www.d1.dion.ne.jp/~shinroku/handfeeding_rabi.htm 

95 １週間から１０日くらいで完全に切り替えていくのが目安です。 

ある割合を超えると食べが悪くなる子もいます。 

http://www.koenji-ac.com/kiso/019.html 

96 １．最近全く食べなくなった。    

２．食べが悪い、息遣いもオカシイ。  

http://animal-doctor.net/sub4.htm 

97 ボルゾイは同じ食事は飽きるので、ビルジャックを少し混ぜてあげると食べがよくなります。 

http://www.dog-fan.net/boruzoi-s.html 

98 でもそういう事を習慣にしてしまっていると、食べが悪いのはきっと飽きたからだ、と思って食欲が低下しているような身

体的な問題をすぐに発見できない可能性があります。 

http://happycat222.com/column003.php 

99 １日に４回～５回くらい与えていました。しかし、たらちゃんは本当に食べが悪く最初の３口くらいで自分から食べるのを

止めてしまいました。 

http://www.geocities.co.jp/AnimalPark-Tama/6525/tarab.html 

100 手乗りオカメインコの出荷ですが、巣箱から出してすぐ荷造りして各種の宅配便で配送しますので、各家庭についてからの

餌の食いがどうしても、1～2日間ぐらいは食べが悪いです。 

http://www1.odn.ne.jp/~matsukawa/tenori.html 

101 

 

以前にも少し食べが悪くなった時期も何度かあったので、今度もそうじゃないかと、「もう少し様子をみてみたら」と言って

いたのです。 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/lemocolo/kiseki.htm 

102 食べが悪い時は、肉缶詰をチョット混ぜて食べさす（臭い付け程度です）。 

http://www.kawaii-koinuyasan.com/oyakudatijyouhou/saisyo.html 

103 下痢をしたり食べが悪かったら始めからやり直しです。 

http://wanwanmura.co.jp/tomorrow/koinuseikatu.htm 

104 アイムス系はどうも嫌いなようであまり食べないし、高栄養系のプレミアムタイプも食べが良くない。 

http://www.fnf.jp/neko12.htm 

105 また、今まで食べていたものを食べなくなったり、食べが悪くなったりした時には、高齢による味覚の変化という事もあり

ますが、病気などが裏に隠れている事もあります。 

http://www.rabbittail.com/breeding/detail.asp?id=33 

106 味に飽きて食べが悪くなったときに補助的に混ぜたりして与えています。小粒なので、食べやすい 

http://ruriism77.web.fc2.com/corgi/corgi5.html 

107 まずは、食べが足りなければ、補液で対処ということに……＞＜ 

http://boochin.exblog.jp/20958662/ 

108  あまり熱いのをあげると火傷してしまいますので少しさましてあげます。あまり冷たいと食べがよくない

ので適温であげます。  

http://www.nkmrm.com/pet.html 

109 食べが悪い時は、食欲を助けるための臭い付けに肉缶詰をチョット混ぜて食べさす。 

http://www.doggy-planet.com/koinu_food_health.html 

110 ３日前にゲボっと嘔吐したノワちゃん 

ケージの中のオモチャで、ガンガン遊んでるけど、なんか食べが悪い。 

http://a-life-toyonaka.blogspot.jp/ 

111 夕ごはんアミノの食べを良くする為に馬肉をあげえみた。 

http://vivipu.blog.fc2.com/blog-entry-276.html 

112 夕方から診療も始まるでしょう。 

ワンコの動きをみたり、水・えさの食べを見て、病院に連れて行ってはどうでしょうか。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10119584080 

113 ほとんどの昆虫は食用, ビーフかポークより蛋白質の脂肪質そして高いで低い. 驚かすこれらの昆虫は風味がよい場合もあ

る. 全それらの食べを消化できなかったらパンおよび他の皿に昆虫の小麦粉を加えなさい.  
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http://www.tunnel228.com/%E9%83%9F%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%81%97%E3%80%81%E9%A3%B2%E3%82%80/%E3%83%95%E3%83%BC%E3

%83%89-%EF%BC%86-%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9 

114 なにせ大所帯なのでバケツを使って水入れの管理、こりごり青菜を摺ってすり餌にまぜまぜ、餌の食べを確認、あらら、ペッ

トショップの店員だったときと変わらないような。 

http://blog.goo.ne.jp/tobukotori/m/201111 

115 なんてことがあれば、我が家にお越しいただければ挿し餌の食べを確認してからお迎えの意向を決めていただくことも可能

ですので、ご検討ください。 

http://mosatori.blog5.fc2.com/blog-entry-116.html 

116 一ヶ月前あたりからご飯の食べが少しずつ悪くなりました。最近はそれに磨きがかかっています。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11131218511 

117 我が家のウーパールーパーが、前は良く餌を食べてたのに、食べが悪くなりました。 

更に、頭にニキビの様な物も出来ています。 

http://okwave.jp/qa/q8453005.html 

118 桑は大量に収穫できるので、飼い主としては助かりますが 同じオヤツが続くと、途端に食べが悪くなります・・・。 

http://ameblo.jp/minichuausagi/entry-11899506143.html 

119 やはりあちらの子たちも非常に食べが悪いようで。 

あちらは美味しいシュプレモを貰っておりますのに。 

http://seniordog.hamazo.tv/e5499190.html 

120 ご飯のときに食べが悪い、 なんかおかしいなぁ。 

ムラ食いが目立つ、バカ食いする・・・ 

いつもと違う食欲。変だなぁと思ったら、マッサージで正常に戻してあげましょう。 

http://www.geocities.jp/leomyhouse/cattery/massage05.html 

121 新しい仔が食が細いとのことですが、環境が変わると一時的に食べが悪くなることはよくあるのであまり心配することはな

いです。 

http://k-e-dog.com/bbs/bbs371.htm 

122 今まではずっと同じ処方食を食べていたのに、食べが悪くなったというオーナーさん、ご興味がありましたら、サンプルで

お試しできますので、スタッフまでご連絡ください。 

http://www.aster-ah.net/staffblog/2012/11/entry_1015/ 

123 調子いいと思えば急に食べが悪くなってねぇ・・・・  どうも油があんまり良くないような気がするのよ。  

http://snowgarland.blog38.fc2.com/blog-entry-2601.html 

124 一旦、踏んだりした牧草は途端に食べが悪くなります。 

http://blog.kamishihoron.com/sonohigurashi/theme/71.html 

125 1回食べない位は様子を見ても二度目も食べが悪い時はブドウ糖（プラス栄養剤）を。 

朝、出かける前に食べが悪い時は置き餌と念のためにブドウ糖（プラス栄養剤）を。 

http://harmonychi.blog108.fc2.com/blog-entry-922.html 

126 体調が悪くなる前までは「ハイミネラルチモシー」を食べていたのに体調不良になると全く食べなくなり、新刈りが出てい

たので買ってみたけど前みたいに食べが良くない  

http://couleur1014.blog84.fc2.com/blog-entry-327.html 

127  確かに食べがよくなり体重は増えましたがまだまだラインはスレンダーで背中にはお肉はないので肉厚ではなく、足が伸び

たのか胴が分厚く？なったんだと思います。 

http://koinu.dog-fan.net/?eid=1265167 

128 たまに別のフードをあげると一時的に食べが悪くなりますが(ｰ ｰ;) 

http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B9-

IAMS-%E4%BD%93%E9%87%8D%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%94%A8-

1%E6%AD%B3~~6%E6%AD%B3-%E3%81%86%E3%81%BE%E3%81%BF%E3%83%81%E3%82%AD%E3%83%B3%E5%91%B3/dp/B000FQ5MOS 

129 そのために食べが悪くなり食滞を起こしているのだと。  

体重は１．７キロと増えていました。  

http://rabbitbajiru.blog18.fc2.com/blog-category-3.html 

130 その点で、我が家での使用目的からは、ちょっとはずれるような気がします。が、非常に食べが良いので、ペレット切り替え

には向いているかも知れません。 

http://ricebirdbeer.blog23.fc2.com/blog-entry-121.html 

131 パウチは子猫の餌以外に食べが悪い子やお薬に混ぜて使っています。 

http://cherubims9780.ti-da.net/index_11.html 

132 ４日ほど前何があったのか、急に食べが悪くなったので見ると口の端が腫れていて歯ぎしりもします。 

http://www.pethospital.jp/question/show/4210 

133 この時期に食べが少ないと出産時期が遅れたり、送れない場合でも子犬が痩せて生まれてきます。 

http://www.mini-poodle.com/info/syusan-1.html 

134 前買ってたペレット、リニューアルされたら途端に食べが悪くなったことがあるので、 何だか心配になってきた～  

http://fuwamokoinko.blog25.fc2.com/blog-entry-293.html 

135 うちに来た時（３ヵ月ちょっと）から同じように食べが悪いのです。  

最近ではそういう子なんだと思っています。  

http://816sk75.blog101.fc2.com/blog-entry-438.html 

136 我が家のチワワは餌の食べがとっても悪いです。  
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1184550266 

137 エサの食べが悪いです （13日目） 

http://funasoft.air-nifty.com/log/2009/03/13-c3a4.html 

138 牧草の食べが悪い 〜歯の異常について〜    

http://ehonworld.exblog.jp/14038687 

139 ★フードの食べが良くなった! 

｢低体重だったﾜﾝちやんが乳酸菌を与えてから体重が増えました｣  

http://www.petforest.co.jp/src/2a1a4ba5d0a8.pdf 

140  子犬のフードの食べがわるい 

あまりにも食べが悪い場合は当犬舎にご連絡ください。 

http://dachsclub.com/foodtabenai.html 

141 それから、前の食事でたくさん食べ過ぎて，まだおなかがすいていないために次の食事の食べが悪いということもあります。 

http://outdoor.geocities.jp/catttre/ 

142 反対に運動不足の場合は、ごはんの食べが悪くなるだけではなく、便通を悪くしてしまう原因になることがあります。 

http://doraku.asahi.com/lifestyle/pet/soudan_081028.html 

143 牧草の食べが少ないと、食物繊維が不足して、布やカーペット、畳をかじることが増えて 消化されない繊維を飲み

込み腸閉塞になります。 

http://kotobuki-ac.com/?page_id=576   

144 フードの食べが悪い場合は体重管理をして毎日体重が伸びている 

ことを確認することが大切です。   

http://www.papillonclub.jp/fudoryou.html 

145 甲羅や皮膚の状態が悪いときや、ストレスを感じている、エサの食べが悪い時には強制的に日光浴をさせます。 

http://www.dzbrgc.com/home.php?mod=space&uid=20510&do=blog&quickforward=1&id=490945 

146 水槽の温度が正常範囲かどうか確かめましょう。 

温度が低いとエサの食べが悪くなります。 

http://midorigame.iinoda.com/ill/ 

147 当店では、環境の変化によりご飯の食べが悪くなってしまううさちゃんを考え、 

初めてご利用の方や環境の変化に敏感なうさちゃんの場合はケージの持ち込みをおすすめしております。  

http://www.usaoka.com/service2hotel.html 

148  これまでコンスタントに使われていましたが、食事の食べが落ちることがなく体重も安定していた馬。 

http://news.netkeiba.com/?pid=column_view&cid=25579 

149 このごろゴハンの食べが悪いみたい 

肌にブツブツができちゃった 

http://shimizuah.com/information.html 

150 でもＨ∧Ｌは最近ごはんの食べがいまいち。海に行くとそれなりに嬉しいお顔はするけど。 

http://halnicolove.seesaa.net/article/372514327.html 

151 夏場などにフードの食べが悪い場合でも、（病気が原因の場合は除き）ほとんどの場合は、通常のフードに何かプラスしてあ

げることで改善します。 

http://www.koinunet.com/koinushokuji_kenkoukanri.html 

152 これらの餌の食べが悪いのは、何か問題を抱えていますので、水質や病気などをチェックしてください。 

http://discus1.blog55.fc2.com/blog-entry-16.html 

153 新しい仔が食が細いとのことですが、環境が変わると一時的に食べが悪くなることはよくあるのであまり心配することはな

いです。 

http://k-e-dog.com/bbs/bbs371.htm 

154 急性毒（即効性）・・・主成分：シリロシド・ノルボルマイド・リン化亜鉛など致死量を食べると数時間で死に至りますが、

ネズミの食べが良くないものが多いようです。 

http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/hoken_eisei/eisei/nezumi_gaichu/nezumi.files/22panhuretto.PDF 

155 お陰で出産犬も子育てには丁度いい気温となり、子犬の体重も日々しっかり増えています。暑い日が続くと、まず餌の食べ

が悪くなりますので私はそれが一番心配なんです。 

http://shiba.hamazo.tv/d2013-09-10.html 

156 子犬用ミルク：ご飯の食べが悪いときは必ずミルクを与えてあげてください。 

http://www.geocities.jp/at_raster/jyunnbi.html 

157 1番刈りの食べが悪い時は、2番刈りや 3番刈りを多めにあげてます。  通販も利用しますが、買い物ついでに寄れる近くの

「うさぎ庵」さんで調達する事が多いです。 

http://hannarimonogatari.blog.fc2.com/blog-date-20121030.html 

158 結構な大食漢です。「キャット」という低層肉食魚用の人口餌や赤虫を使っています。もし・・・私のように餌の食べが悪く

なることがあったら、ショップで売っている「餌用メダカ」も有効だと思います。（なまずの飼い方） 

http://nanbeinamazu.grupo.jp/free20003 

159 お預かり中のチワワ・ポニョ君（仮）・・・ ゴハンの食べが◎になりました。 

http://www.inunoakachan.com/bbs44/bbs44.cgi 

160 朝方エサの食べが悪かったので今日あたりかな～とは思いつつちょっと用事があったので目を離したのちに戻ると子犬の鳴

き声一匹目を産んでおりました＾＾； 

http://mame.ito-shiba.com/news/page/7 
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161 A社のフードの食べが悪いから B社へ変更することは問題ありませんが、タンパクは 1種類以上与えない（ジャーキーのタン

パク源も統一する）ということを念頭においておくと将来食物アレルギーになった場合にスムーズに治療に入ることが出来

ます。  

http://www.petjpr.com/column/news-bin/Detail.cgi?CatgM=14&rgst=00000243 

162 おやつ・果物はバナナが大好き。リンゴも枝豆も好きですが、ペレットの食べが今ひとつなのかな・・でも朝一の溜めうんち

は３グラムあり素晴らしいかたち♪ 

http://muhihouse.com/mac/2008/11/post_44.html 

163 餌の食べが悪いとのことで来院されました。 

http://www.mone-pet.com/blog/hukuromomonga/2012/08/ 

164 あまり小さい子を購入するとフードの食べが悪くなったり、環境のストレスに負けてしまうことがありますので、注意して

ください。）1匹に 1つのケージが基本です。 

http://www.usagi-ah.com/hamster.html 

165 昨日は うん Pが出てなかったせいもあるけれど ランチの食べがイマイチで 

深夜の夜食を提供したところ ガッツリ  

http://k531.blog25.fc2.com/blog-entry-1006.html 

166 足のバタバタは以前より少し減ったように感じるが、まだ痛そうにしている。 

このところ食欲があったが、またペレットの食べが悪い！！ 

http://www010.upp.so-net.ne.jp/roppy/byoureki2.htm 

167 餌の食べが悪いので、心配して餌の種類を買えたりしてみたが、逆効果のようだ。 

http://aquarium-try.blogspot.jp/2013/10/blog-post_9.html 

168 ともかく、以降、餌の食べが若干悪いような気もします。糞は正常だと思いますが、体調を壊してしまったのか？環境管理が

悪いのか？不安でなりません。 

http://www.justanswer.jp/pets/62pau-3-4-4-28-29.html 

169 嗜好性としては、やはり生タイプを好む犬が多いようです。 

ドライタイプの食べが悪くなってきたら、スープなどでふやかしてあげるのもひとつの方法です。 

http://wan.boo.jp/dry.html 

170 昨夜の酒の肴にと思って忘れていた鶏ハラミを焼いて朝ごはん。 

いつものドッグフードの食べが悪い犬 2号にハラミを分け与えたら、やっぱり喜んで食べる。 

https://twitter.com/nijyou_kurage/status/328285036153540609 

171 フードの食べが悪く、軟便気味。  

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/hachi/carte.html 

172 ドライフードの食べが良いと人気ですので、 

ぜひ、お試し下さい 

http://pets-mart.co.jp/goods.php?page=2 

173 最近フードの食べが悪いとお悩みの方は是非ご相談下さい。 

http://www.kaihin-amc.com/news/index200705.html 

174 エサの食べが悪かったら、少し小さめにくだいてあげるとか工夫が必要でしょうね 

http://rohdea.com/cgi/i/info.cgi?cmd=response&res=14648 

175 口や歯が痛いとごはんの食べが悪くなったり、食べる時に悲鳴をあげたり、よだれが多くなったりします。 

http://www.ayai-animalclinic.com/menu02/ 

176 緊張気味で少しゴハンの食べが悪かったＣｏＣｏちゃんでしたが、 よく運動したおかげか、バクバク食べていましたよ♪ 

http://taroanimal.blog.fc2.com/blog-entry-78.html 

177 お皿にペレットがいつまでも残っているなんで我が家のうさぎ達にはまずありえません！もし給与量を制限しているのにペ

レットの食べが悪かったら・・・毛球症などお腹の調子が悪い可能性があります。 

http://www.animalfriend.jp/sta24058/ 

178 餌の食べが悪くなってしまいました(T_T)汗  

http://www.vivaferret.com/sp/bbs/thread19029.html 

179 「最近ご飯の食べが悪いんですよ・・・」  

このようなお話が増えて来ました。夏バテしないよう、きちんとご飯を食べさせましょう。  

http://www.dogtrainerayes.com/book/pdf/201206.pdf 

180 アミノの食べがまた悪い為馬肉を増やした・・・。 

http://vivipu.blog.fc2.com/blog-entry-276.html 

181 どうしても今までのお食事に比べると食感や風味、匂いも異なるため食べが悪いということがございます。  

http://www.anicom-sompo.co.jp/bbs_con/joyful.cgi?page:375=v 

182 もしゴハンの食べが悪くなった時は、味付けしない茹でた野菜や茹でたお肉などを少量混ぜるのは構わないと思います。  

http://www.wanwan-net21.jp/kaikata.html 

183 さらに保温の効果？ 

餌の食べがいつものペースの戻ってきた。 

http://www.ogaki-tv.ne.jp/~kome-mame/byouki_tetoti.htm 

184 今日はフードの食べが悪いとの事で、馬肉ミンチや鶏の骨ごとミンチ、ビルジャックフードをお買い求め頂きました〜(^^)  

http://sdc5.eshizuoka.jp/e1198535.html 

185 ブルー♂×ワキコガネ♀の仔です。  

 餌の食べがとっても良いシッカリした仔です。 
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http://bcy.progoo.com/bbs/bcy_thread_21.html 

186 味が濃く嗜好性が高いので、フードの食べが悪い時のフリカケとして、手作り食などの材料にも適しています。 

http://bistro-peach.com/?pid=17645946 

187 けれど夕方頃、やはりアリスちゃんの食べが悪いし、元気も無い。 

やっぱりもう一度病院に行かなければ。 

http://www2.odn.ne.jp/purin/alicewakare.htm 

188 そうなんです。暑さのため Sagnaのご飯の食べが悪くてぇ  

おやつはバクバク食べるんですけどねぇ  

http://wanko3-nyanko2.blog.so-net.ne.jp/2013-08-10 

189 ですから、麻の実：ソバの実：オーツ麦：あわ：ひえ：きび＝2：2：1：2：1：2 にして、ヒマワリの種をオモチャ代わりに

５個。さらにエサの食べが悪い時は、麻の実を倍量に増やしました。(鳥) 

http://otosimono2011.blog39.fc2.com/blog-date-20131007.html 

190 年末年始と、ちゃちゃの食べがさらに悪くなりました。  

野菜とチモシー１番の柔らかい葉の部分とオーツヘイは食べていました。  

http://rabbitbajiru.blog18.fc2.com/blog-category-12.html 

191 Mダックス♀の愛犬が 

偏食というのか、えさの食べが悪くて困ってます。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1189369266 

192 ０月くらいから餌の食べが悪かったのですが、冬眠させようと飼育書を見たのが最近で、それによると冬眠前１ヶ月は餌を

やらない・夏場食べが悪かった場合はやめる・生後三年の小亀はやめる等々自分が全く準備不足なことに気づきました。 

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2524473.html 

193 最近牧草の食べが悪いので、ちょっと雰囲気を変えるため 

今回はココロのおうちさんで牧草を買ってみました。 

http://cafe0215.blog113.fc2.com/blog-entry-246.html 

194 クロちゃん〈男のコ〉 

缶詰の食べがイマイチ・・・。 

まだまだミルク派。 

http://pet-iruman.jugem.jp/?month=201205 

195 最近のむっくさん、フードの食べが戻ってきました。 

先月より進んで食べるようになった。 

http://mukku314.blog.fc2.com/blog-entry-216.html 

196 時折、ご飯の食べが良くない時があります。 

その時は強制給餌と胃腸促進剤を飲んでいます。 

なんとか元気に暮らしています。 

http://coofuwaminy.cocolog-nifty.com/hinata/2012/06/ 

197 ご飯の食べが極端に少ない 

http://nahneko.exblog.jp/5374966/ 

198 クルールの食欲ですが、牧草の食べがいまいちだったので 

何日か続けて薬＆サプリを飲ませながら様子を見てました 

http://couleur1014.blog84.fc2.com/ 

199 何故か餌の食べが良いのは、やはりよく運動するからなのだろうか？ 

http://theroyal.exblog.jp/20562998/ 

200 でも日曜日から若干ご飯の食べが悪いんだが… 

困るわー 

http://blog.zaq.ne.jp/vell/article/1255/ 

201 ①開封時に変な臭いがしない 

②鳥の食べが他の餌と比べて違う(鳥のえさ報告) 

http://aanihos.exblog.jp/i2 

202 牧草を食べない子にボタニカルヘイが大好評です。 

牧草の食べが悪い子も、ウエスタンティモシーに混ぜると大喜びとお客様からご連絡をいただきました。(ウサギ) 

http://ashiya-get.com/nicky/nicky.cgi?DATE=200811?MODE=MONTH 

203 出産が終わりダイエット中のママと生まれて 5ヶ月の babyです。 ご飯の食べが悪いので手作りでやってあげたいです(^^) 

http://wanchef.com/D/D6000/user_id=5770 

204 いつものドッグフードの食べが悪いときは、必要な栄養素がたりていないのかもしれません。 

http://www.supreme-directory.com/his.html 

205 妊娠糖尿病が増えているこの時代ですから、つわりが酷い 

短い期間に食べが悪くなるくらいでは、赤ちゃんも栄養不足にはなかなかならないんですね。 

http://akimamablog.seesaa.net/article/393541415.html 

206 高脂肪の食糧はどんちゃん騒ぎの食べを誘導できます 

http://www.news-medical.net/news/20090914/15/Japanese.aspx 

207 やってみるしかない、ということでディナーセミナーを実現、  

食べながら、夏の食べを実感しながら学ぶ新しい食のセミナーのカタチが誕生しました。 

http://tubutubu-grandma-yumikoblog.net/2014/07/03/995 
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208 ですが、昔から家族であってもひとつの食べをつつくことはできないし、お風呂も誰かが入ったあとは入れないし人がにぎ

ったおむすびは食べられません。人からは偏ってるねと言われるし自分でもそう思います。 

http://onayamifree.com/threadres/2132473/ 

209 うすしおの食べを比べしました。発端はうちのオトンとカルビーのうす塩とコイケヤのうす塩ってどうちゃうねんって話し

がきっかけでした。 

http://norisioburogu.mangalog.com/ 

210 ネットではレビューや説明書きを読むことでしか情報を得ることはできないですしね 

地方の話題の食べを買えるのも良いですねー 

http://shirube.me/blog/post-4194/ 

211 昨夜からご飯の食べが悪く、今朝から微熱があったお兄ちゃん。 

先月はインフルエンザ B型だったので、今回弟くんが A型の型違いだったのを心配していましたが、 

http://honeybee.dosugoi.net/d2014-03.html 

212 もしアンコールがあればパステルをやろうと思っていたんですが、、、 

何か今の空気と違うと思って、急遽なに食べをやったんですが、 

http://ameblo.jp/itowokashi-kanaderiya/entry-11901133122.html 

213 婚活パーティーでは、自らに合った異性の相手方を見つける場です。相手方を知るために、参加メンバーは一緒に食べをし

たり、雑談を楽しんだり、ゲームをしたり、コミュニケーションを取る中で、夢の相手、または「いいなあ」と思う相手を捜

し出ます。 

http://yousyo-aobabooks.com/27.html 

214 ※この間、副会長は着実に食べを進めており 2枚目に突入 

「おかあさん。つづきは あした たべる」 

http://nippoo.blog83.fc2.com/page-74.html 

215 食欲に関して上記のように食べが悪い場合、当院では「しょうがないからａ/ｄをまず一口分与えてみてください。その横に

腎臓用処方食をかならず電子レンジで人肌ぐらいまで温めて置いてみてください。 

http://ohyadoubutu.blog.so-net.ne.jp/2007-04-06 

216 ごはんは下手に全部ぐちゃまぜにすると明らかに食べが悪くなるのはよくある。 

飲み込みが悪いからいつだって主食副食全部ゼリーにしたような食事。 

http://matomelog.ldblog.jp/archives/18025124.html 

217 ランチは若干高めでしたが、それなりに食べががあるメニューでした。しかし 12時代より 11時代のほうが大変混みます。 

http://spikesmile.blog47.fc2.com/blog-category-16.html 

218 頑張った料理だと逆に食べが悪いって言うか（怒） 

http://njtms.info/thread/32881 

219  にいにいとぴーちゃん、おいしいと言って二つ食べたので、 晩ごはん、どデカハンバーグ作ったのに食べがいまいち… コ

レ結構腹持ちがいいのよ～～ 

http://chica-go.at.webry.info/201210/index.html 

220 今は、適度に食べが慣れてきました。また、夜は、ご飯はとても少なく（晩酌・おかずは今までどおり、でも腹 8分目）して

ます。 

http://www.anokunikonokuni.com/aminovc.htm 

221 順調に食べが進んでいく方は、病棟の職員さんに介助を回したりするんですが、 

この患者さんだけは、ずっと回せなくて「どうしたらいいものか」と、悩んでいただけに、ショックが大きかったです。 

http://morumomo.exblog.jp/i19/2/ 

222 最近 4年生の食べがいい。 お手紙もくれて、『たくさん入れてくださいの一言』 嬉しくなったので、食べきれないくらい今

度入れてみようと思う。 勝負じゃ。  

https://twitter.com/akanatu/status/16997029094              

223 魚の甘辛揚げは、万鯛というお魚を一口サイズにしていただいたものを揚げ、しょうゆ、砂糖、みりん、ごまを煮立てたタレ

を絡めて作ったものです。 

やわらか～いお魚とタレの相性はバッチリ！だったようで子ども達の食べがよかったです。  

http://www.town.iijima.lg.jp/index.php?f=hp&ci=12756&i=15591 

224 前日体調を崩して欠席した園児の降園時に担任からの話で、「まだ体の具合が良くなく給食の食べが悪かった。明日の給食が

お魚の献立ですがどうされますか」と保護者へ言った。 

http://jidoufukusien.or.jp/index.php?id=62 

225 Ｔさん：食べるんだけど、いつもより時間がかかるかなぁ。 

Ｉさん：さけちらしおにぎりの食べがあまり進まんかったよね。 

http://www.hana-mura.net/sakura/gohan/syokuji2.htm 

226 昨晩、ご飯当番で、頂き物のカニを焼いたのですが、上の子の食べが悪く、急遽一品。これも頂き物で、冷凍室にしまってあ

った竹千寿のおこわ。電子レンジで温めるだけのクオリティではないですね。 

http://onishi-heart.blogspot.jp/2014/01/blog-post_5.html 
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38．「縮め」に関する用例 

番号 用例 

1 ベルトの縮めをしたくて購入したが、固くて力を込めすぎるとピンが曲がってしまった。 

https://www.amazon.co.jp/MOOBOM-%E6%99%82%E8%A8%88%E4%BF%AE%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%85%B7-%E3%83%9F%E3%83%8B%E7%B

2%BE%E5%AF%86%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E4%BB%98%E3%81%8D-%E8%85%95%E6%99%82%E8%A8%88%E3%83

%99%E3%83%AB%E3%83%88%E8%AA%BF%E6%95%B4-%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E4%BB%98%E3%81%8D/produc

t-reviews/B06X9DQDZV 

2 フロント方向に一気に体を移動させ、なおかつステップの踏み込み（サスの縮め）を大げさにやっている。 

よっぽど縮めないと跳び上がり（伸び上がり）の力をサスに喰われてしまうのでやってるようにも見える。 

https://blogs.yahoo.co.jp/solge2001/64783763.html 

3 ここで手前の建物にも魚眼パースにあわせた勢いがほしかったので、自由変形(Ｃｔｒｌ+Ｔ)を用いて上部をひっ

ぱり下部の縮めを何度か繰り返し、魚眼に近い形に変形をさせました。 

http://iradukai.com/making/602/04.html 

4 今日はベンチプレス⑰、四国ベンチ前の最終練習です。２８０ｋｇでは胸に付かず、無理に付けに行くと切り返せないため、

袖の縮めを１重ほどきました（カタナＡＳ胸５２号、胴５４号）。 

http://91683924.at.webry.info/201104/article_8.html 

5 ６の素振り。突きで筋肉の可動域と体を割る意味において打ち込みの残身から更に対角線の縮めを行い加えて奥側の胸を折

る。 

http://blog.livedoor.jp/oshuaiki/archives/8858433.html 

6 

 

（バイクは性能を変えずに全長を変える） 

サスの縮めを変えると言う事は、 

１Ｇを含めた性能を変えるって事です。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/1634294/car/1277617/2932295/note.aspx 

7 15小節目の指使い 

安川版では 14小節目の最後の reの音から始めて si-sol-miと５－４－２－１と 4和音として取らせている。Mi-fa#の縮め

を除けばすこぶる自然な指使いである。 

http://music.geocities.jp/ashizuka_sensei/Beethoven-sonatineG2Romanze.html 

8 ？ここ で分子の SN − N p は (1) から (2) への平行移動を，分母の p p(1 − p)N は (2) から (3) への横軸方向の縮め

を 表している． 

http://www2.math.kyushu-u.ac.jp/~hara/lectures/03/agora03.pdf 

9 そのダイエットインナー 欧米宮廷痩せる腹巻 痩せるベストはウエストの縮めを中心として、胸が大きくなら後のリボン

を調節出来ます。 

http://www.96000.jp/product/detail-ZkRyeFxQYX93cUd9dGFIfnRh.jspx 

10 １秒間の伸ばしのあと、１秒間の縮めを繰り返す。 （呼吸動作を速めた動作の模擬) 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/portal/seika/2009/21h-224-1-7.pdf 

11 乾燥(伸び、くるいなど修正) 

セルロイドは、どうしても縮んでしまいますので、その縮めを早くして商品になってから不具合が出ないようにします。私

のところではこの工程はダイセルさんにお願いしていましたが大体一週間ぐらいかかりました。 

http://www.celluloidhouse.com/salon16.htm 

12 

 

フロントサスは縮めますが、少しでもサスの負担を軽減して縮めを最小限にできるよう、ハンドル側でも手前に下げておき

ます 

http://bmwnl60.exblog.jp/20256302/ 

13 

 

ぶら下がりからの移動タイプ 

スイング状態から縮めを入れて移動する動きには、使える技として 3種類ほどあります。 

http://blog.goo.ne.jp/nanmo-nanmosa/e/1cca5e634ac092403bab9e2698259c32 

14 

 

指輪のサイズ直し 生涯無料 

お指のサイズが変化した時に、指輪のサイズの伸ばし＆縮めを無料で対応いたします。 

※年間一回まで、何年先でも OK 

http://foreverrings.jp/about-2/ 

15 そんな時は、ある程度まで靴は縮める事ができます。 

靴の縮めには方法がいくつかありますが、今回は一番オーソドックスな先芯による縮めを説明します 

http://shoesueda.otemo-yan.net/e120796.html 

16 最近、ベルボンの ULTRA REXi L を購入しました。 

この方式は、独特の操作で脚の伸ばし・縮めをやるわけですが、 

慣れればセットするには一番早いのではないかと、そんなことを思っています。 

http://engawa.kakaku.com/userbbs/160/ThreadID=160-182/ 

17 更には、かなり無理に引き延ばしや縮めを行わなければいけないので、そのような部分の剥がれもかなりしやすくなってし

まいます。 

http://www.aplabo.com/gallery/mazda/post-49.html 

18 理由は体の真ん中で踊っているから左右関係なく足が出せるんですよね。左右の肺の縮めを別々に行うと自然と正しい足が

出ます。 

https://www.kawasakidanceschool.jp/%E7%94%9F%E5%BE%92maya%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B

9%E3%83%B3%E6%97%A5%E8%A8%98/ 
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19 オイルを入れたら数回伸ばし、縮めを行い、空気を抜くと、あったのですが油面を見てましたが 

特に気泡は出ませんでした。 

そして、ばらした手順と逆に組み付けて行きます。ネジの締め忘れに、仮締め後の本締め忘れにご用心。 

http://katry.blog82.fc2.com/blog-entry-338.html 

20 

 

スズキの車は、ゴム枠が柔らかくて簡単に脱着出来ますょ！ 

サイドのガラスは少しアールが有るから縮めをした方が綺麗に貼れます( ´ ▽ ` )ノ〜 

カーフィルムを貼るならマスターピースフィルムまで( ´ ▽ ` )ノ 

http://masterpeace.hamazo.tv/c578700_7.html 

21 

 

お陰で、従前誂えたズボンがダブダブになり、３回も縮めを仕立屋さんに依頼しました。 

http://www.trkm.co.jp/kenkou/09061201.htm 

22 

 

あらかじめ縮率を考慮し大きく裁断した生地を 

高温で縮めを施しジャストサイズに仕上げる高度なテクニックで作られています 

http://couleur2009.com/?cat=14&paged=2 

23 天然素材のため、まれに歪んだり変形することがあるので、長期間使用しない時は、低温で埃の少ない場所に保管しよう。縮

めを防ぐため、年に一度、椿油やオリーブオイルなどの植物性油を軽くなじませる程度に塗るのも良い。 

http://www.inkanshop.com/product-1549.html 

24 上体は教わった３１の組杖打ちの３０の当たらない対角線の縮めがイメージ。 

http://blog.livedoor.jp/oshuaiki/archives/2017-05.html 

25 前に一度回答しましたが、 

膝同士が干渉するのは縮めがあまいからとしか思えません。 

縮めた脚を内側から見て腿のすぐ下のグレーの膝関節部分に黒いビスが見えていれば駄目です。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1146326021 

26 そうそう、、シンってば朝のお仕事で うまく屈めず 

（足の縮めが甘かった、、、） 

お尻の白い毛の部分が ウ●チ色～～！！！ 

http://www.kuroshiba-shin.com/report/report-07camp-sweet-1.htm 

27 まぁ一応これからは１３～１６日と言うことで決定です．３日間ではなく４日間と言うことにします．もし何かの縮めが必

要なときには１４～１６日とします． 

http://mgk-001.jp/publics/index/306/page1597=287 

28 追い当ての調整を中心にトチトチしておりましたが、この明石塩焼き瓦の屋根、本来縮めない屋根芯あたりでの縮めが、目

立ちました。 

http://www.amamore.net/daily-tailer/7414/ 

29 お腹を縮めるというのはあばら骨の一番下とお臍を近づける感じ。 

この縮めが緩まらないように腹筋を続けます。 

https://qanda.rakuten.ne.jp/qa5221067.html?rel=innerHtml 

30 縮んだ件  

仕立て前の水通し・湯通しでの「縮め」ができてなかった（湯通しに出しても「縮め」を分かってない処に出し

ちゃうと紬と同じ工程で処理し、縮みきってない状態で戻ってきます）可能性が大きいですね。   

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=3086499&id=28200380 

31 クリップ装着時のクリップ軸部の縮めが可能 

 （適用 軸径）Ф5～Ф10 

http://www.appakita.com/tool-index.html 

32 この場合、プラスチックボトルは胴部が伸長した状態でブロー成型によって形成され、そのままの状態で、充填装置に搬送

されて飲料液が充填され、その後に、キャップの巻締め、及び胴部の縮めがなされる。 

http://image-

a2007.ekouhou.net/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E3%81%AB%E

5%86%85%E5%AE%B9%E6%B6%B2%E3%81%8C%E5%85%85%E5%A1%AB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%81%AE%E8%

A3%BD%E9%80%A0%E6%96%B9%E6%B3%95/disp-A,2007-331824.html 

33 ニノは人との接し方が上手で、初めて会った人との距離の縮めが天才なので、ゲストで初対面の人達がきてもうまくそこの

間に入ってくれるので番組的に助けられてるなと感じますね 

http://ameblo.jp/ninocute/entry-11915094894.html 

34 6ｍｍの六角レンチと 19ｍｍのメガネで緩めました。 この際、スプリングの縮めが不足していると、ナットが外れた瞬間に

飛び出してしまうので注意です。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/1959870/car/2307241/4197339/note.aspx 

35 またこの個体は、普通に出回っているグランディスよりは、ペタル・セパル幅が広くて特徴のペタルの縮めが余り無く、リッ

プの模様もやや異なっています。シブリング個体ならではの特徴でしょうか。それにしても、「×××」は如何なものでしょ

うか？ 

http://chikakana.exblog.jp/20938770/ 

36 早稲田は最後の縮めがすごく良かったね  

楽に終わらせない感じが良かった 

https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/athletics/1483332778/ 

37 完璧に見誤りました。ちょっと距離の縮めが足りませんでしたね。もうちょっと慎重に行くべきでしたが、ちょっとこのグ

ダの感じが結構、引いた感が出てしまっていましてですね 
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http://syta9n.blog88.fc2.com/?m&no=82 

38 指輪のサイズ直しは伸ばしと縮めがあります。 

変更するサイズによりますが大抵は指輪を一旦切ってロー付けするため、エタニティリングは腕一周ぐるっとダイヤモンド

が留まっているため切ることが難しくなります。 

https://www.jewellles.com/knowledge/eternal-eternity-ring 

39 伸ばしと縮めが交互に絡み合い、伸ばして跳ねて、また伸ばす。 

過度な演出も豪華な演奏も不要。メロディと歌唱で、劇的に盛り上がって終わります。 

http://blog.livedoor.jp/tokusongzuki/archives/8390168.html 

40 

 

モヘアはアンゴラの山羊の毛と指し、南アフリカに主に産出され、繊維が比較的に太く、縮めが小さく、光沢が良い。モヘア

の生地は柔らかい手触りで、光沢が充分である。 

http://www.victioncashmere.com/jap/view_news01.html 

41 

 

 

 

 

要は、自分と相手の共通点を探すことによって、 

類似性の法則を用いた距離の縮めが実現できるのです。 

http://xn--

obk6f7cx544a.net/%E9%A1%9E%E4%BC%BC%E6%80%A7%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87%E3%82%92%E4%B8%8A%E6%89%8B%E3%81%AB%E5

%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/ 

42 ほんとは購入したブランドさんに持ち込んで、サイズ直しをしたほうがいいんです。 

ただ今回はサイズ 3号だったので、ブランドさんのほうではサイズ直し（縮め）が出来ないということで持ち込まれました。 

http://atelier-egg.blog.so-net.ne.jp/archive/c2305476588-1 

43 少しのサイズ変更なら、金属の伸ばし・縮めができます。 

http://www.oowada-repair.jp/ring-size-repair.html 

44 

 

整型機なのは、伸ばしだけでなく縮めも可能だからです。 

ただし、あまり大きなサイズ変更は出来ません。 

http://js2003.blog40.fc2.com/blog-entry-594.html 

45  当日予定よりも練り歩きタイムが長くなっちゃった場合にも、ソロの繰り返し回数を工夫すれば、その場で即興の「伸ばし」

「縮め」が可能です。 

http://miggymigiwa.blogspot.com/2013/04/wedding-march.html 

46 どうやら失敗したようですｗ 

縮めが甘かった(笑) 

http://haohao32.blog5.fc2.com/blog-date-20101003.html 

47 しかしもともと伸展性と弾力性の少ない尿管を基材とした場合には多めに、具体的には３０〜４０％の縮めが望ましい。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2016047074 

48 のびのび手袋ならアイロンのスチームや強力なドライヤーを使う事で更に手袋を縮めて 16 ㎝位迄サイズ調整が可能です。

（※注意 アイロンを直に当てると繊維が溶ける可能性が有ります、必ずアイロンは浮かせてスチームのみを当ててくださ

い） 

 （※注意 縮めには 80℃程度の温度が必要です、火傷には十分注意してください） 

http://www.geocities.jp/matsui_glove/__HPB_Recycled/select_color.html 

49 ２の組太刀受け太刀１は５の組太刀で飛ぶのと同じで無拍子で無足からさがるので逆の対角線の縮めで下段を受ける。 

http://blog.livedoor.jp/oshuaiki/archives/2017-05.html 

50 

 

カルティエラブリングは幅・厚み共にあるので、サイズ直しが非常に難しいリングです。 

今回は 3号の縮めでしたが、この辺りが限界に近いと思われます。これ以上の号数は割れる懸念がありますね。 

http://www.reform110.com/size_down_cartier_love-ring_750_white-gold 

51 サイズ直しなんかもブランド品以外でしたらほぼ￥５０００あればお釣りが発生するのではないでしょうか、、、、、 

縮めの場合ですと￥３５００です。 

… 

こちら 2本はサイズ直しで一本は縮めで一本は大きくです 

https://ameblo.jp/virtue-eu/entry-11286913490.html 

52 上体の伸ばし・縮めで、肩甲骨から縮める際に＜ここで縮めれますか？＞と肩甲骨に触れなが らフィードバックすると、「こ

こですね？ここって何っ ていうところですか？」と気にされる。 

http://repository.fukujo.ac.jp/dspace/bitstream/11470/290/1/05%E6%A3%AE%E9%BA%BB%E8%A1%A3%E5%AD%90%E3%83%BB%E5

%A4%A7%E9%87%8E%E5%8D%9A%E4%B9%8B.pdf 

53 

 

つるつるになるーと言うのでためしに漬けてます。 

むしろこの縮めで完干しと同じくらいのが出来てしまえばいいのにと思っているのですがｗ 

http://tachyon-campanella.blogspot.com/2013/02/blog-post.html 

54 対角線の縮めのイメージを前額面上で肘と膝をくっ付ける絵に囚われるとさがりつつ低くなりつつは奥足は矢状面屈曲と逆

にむしろ回し蹴り的に進展したがり前足に蹴りを生む。  

http://blog.livedoor.jp/oshuaiki/archives/2017-05.html 

55 腰から下肢の筋を支配する神経が出ています。脳からの筋肉へ縮めや緩めの命令が出て腰を通って下肢に行くわけですが、

腰に問題がありこの連絡系統が滞るとまだ緩み切ってない筋肉に対し縮めの命令が出るとさらに縮もうとして痙攣が起こり

ます。 

http://max-seikotsuin.com/blog/case/2013121770.html 

56 

 

ゴミとして捨てられる洋服のうち、70%は色の薄れ、食べこぼし、縮めなど 洗濯の失敗からくるものだ 

https://www.facebook.com/FashionRevolutionJAPAN/ 
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57 それにずべては面白い鏡です。太め、細め、大きめ、縮めなどあり、超面白いです。友達とここによく写真撮ったり笑ったり

して楽しい時間を過ごしました。私たち二人は細めの鏡を気に入ります。鏡に映らなくても、そんなに細いのが欲しいです！ 

http://www.fuji-travel-guide.jp/news-item/rakujyu-2/ 

58 こ、これ以上縮めだなんて…っ!!!全力でお断りします^q^ 

慶はまだまだ成長期なのでこれからどんどん伸びますよ!! 

http://cosp.jp/profile_diary.aspx?id=143365&d=20110707&a=p 

59 親しく付き合ってる友人なら、悪いところより良いところの方が多いから親しいのであって、考えなくても次から次へと出

てくるだろう。それが心の縮めだ。まあ、そんな感じだな。 

http://tsukkun-aniki.blog.so-net.ne.jp/2015-03-10-1 

60 故に、きょうは、ズボンのウエストを縮めてもらうのと、上着の縮めも頼みました。 

http://park.geocities.jp/om200912/zatuki2015.html 

61 

 

購入後１ヶ月以内ならばリングの縮めは無料にて承りますが、リングの伸ばしについては 別途料金を頂きます。 

その際にかかります往復送料はお客様のご負担になりますので あらかじめご了承下さい。 

http://juma-feeling.com/qa.html 

62 撞木の足が崩れて斜めになると右肩関節の対角線の縮めは斜め左後方へベクトルを取るのでどうしても奥足爪先外側という

本来と逆に位置してしまう。 

http://blog.livedoor.jp/oshuaiki/archives/2017-05.html 

63 

 

少しのサイズ変更なら、金属の伸ばし・縮めができます。たいへん繊細な作業です。当店、熟練の職人に是非お任せくださ

い。 

http://www.oowada-repair.jp/ring-size-repair.html 

64 

 

サイズ直しの縮めは、ほとんどが切って地金を切ってロー付けし直すので 3)と同じ注意が必要です。 

http://biozu.jugem.jp/ 

65 ※多少の縮めは選択すると出てきます 

1枚で羽織でもワンピでも OK! 

https://item.fril.jp/c79ecbd83705e5d14e2ca4791e2a7efd 

66 ダウンコートの裾上げと裾幅の縮めはできますか? 

http://www.crysta-blog.jp/shop/service/cat127/3240 

67 左側レバーですと旋回しながら同時に親の縮めはできるが、旋回しながら伸ばすのが出来ない、とか。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13135046763 

68  ミステリーセッティングのため、サイズ直しは困難です。（※こちらのデザインは、縮めはできません） 

http://www.favoritestone.jp/SHOP/200385.html 

69 こちらの縮めは嫌いらしい。段ボールに変えます。黒い点々は泥はねです。 

http://honeybeeguardian.cocolog-nifty.com/blog/cat52647823/index.html 

70 距離感の温めは、共通の話題で話をしてみることも一つ。 

距離感の縮めは、共通の話題で共感をしてみることも一つ。 

https://ameblo.jp/lala-story/theme-10071745388.html 

71 ネの縮めはタイラップで！ 

”フォードグゥマッハ堺店”でした。お粗末様。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/1681779/blog/40017474/ 

72 ただ、ひとつだけ省略も縮めもしないで言われている長い熟語があります。 

http://www.yumeya-bookclub.jp/2012021.html 

73 指輪のサイズ直し 生涯無料 

お指のサイズが変化した時に、指輪のサイズの伸ばし＆縮めを無料で対応いたします。 

※年間一回まで、何年先でも OK 

http://foreverrings.jp/about-2/ 

74 サイズ直しを行います。サイズダウンなら、内側にシルバーの板材を入れます。 

見た目はそのまま、サイズ直し（縮め）を行えます。 

お客様のサイズ（号数）にフィットするように職人が調整いたします。 

http://www.lives-repair.com/?cat=252&paged=3 

75 指輪のサイズ直しは伸ばしと縮めがあります。 

変更するサイズによりますが大抵は指輪を一旦切ってロー付けするため、エタニティリングは腕一周ぐるっとダイヤモンド

が留まっているため切ることが難しくなります。 

https://www.jewellles.com/knowledge/eternal-eternity-ring 

76 

 

スポンジの縮めは面白そうですね！  

グリップがあってなおかつ固かったらすごく使いやすそう 

http://sns.prtls.jp/mini4wd/newly_diary_login.html?id=69&did=72292a2b17dd61b5&pn=2 

77 もし更なるサイズアップや縮めが必要でも、もちろん可能です。石を外したりと手間は増えますけど。 

http://blog.raison.chu.jp/?eid=891383 

78 

 

業者によると思いますが、基本的には返還するものです。 

サイズ 1番の縮めの際に切り取る地金は、約 1mmです。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1279201372 

79 サイズ直し（縮め）のご依頼です。カルティエのパンテール ドゥ カルティエ リングですが、他のお店ではすべてお断りさ

れたそうです。 
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https://www.inouereform.com/repair_case/7269 

80 これは「サイズ延ばし」の例ですから、切り離しは一ヵ所です。 

「縮め」の場合は、縮めるサイズ分を切りますから二ヵ所になるわけです。  

ちなみに、「一番縮め = 1 ミリ」の切り離しです。 

http://www.u-man.co.jp/size/re-size/ 

81 ちなみに費用は２９４０円です。縮めのサイズ直しとしては 

若干割高だと思います。さらに細かいことを言うなら、縮めの直し 

ですので、切り取った 部分の地金１ｇ（約１７００円相当）程度が 

向こうの手に渡っています。 

https://okwave.jp/qa/q3235504.html 

82 ‐サイズ伸ばし/縮めの詳しい料金表 

http://www.jewel-kila.jp/k_repair_title.html 

83 大き目のサイズは想像通りでした。分かっているからこそ気をつけて縮めの作業をしていましたが、あるところでポッキリ

でした。安物でしたが気持ちだけということで、相手には半分喜んでいただきました。残念 

https://www.amazon.co.jp/SODIAL-R-

020855-%E7%8C%AB%E5%BD%A2%E3%81%AE%E9%87%91%E5%B1%9E%E8%A3%BD%E6%8C%87%E8%BC%AA-%E8%AA%BF%E7%AF%80%E5%8F%AF%E8

%83%BD/dp/B00LHLEFGQ 

84 バングルの構造上、お届け後のサイズ変更(伸ばし・縮め)のお直しにつきましては、有償のお作り直しとなってしまいます

ので、ご購入前には適正なサイズを十分にご確認下さい。 

http://www.stockbrokerserver.party/index.php?main_page=product_info&products_id=8994 

85 くせとりは、布地の立体化のための基本手法であり、手法は布地の能率化と縮めである。 

http://www.jasta1.or.jp/news/tes-examination2802.pdf 

86 ワンサイズ縮めるだけですが、縮めの場合はどうしても一度どこかを切断して、繋ぎなおす必要があります。再びくっつけ

て指輪にするために、バーナー使用。高温になるのでまずは石を外します。 

https://www.facebook.com/duong.hoa.35/posts/10212164395319067?comment_id=10212164522882256&reply_comment_id=10

212179913587014 

87 サイズ４番の縮めでしたが、ゆがみもほとんど出ずうまくいきました。 

https://www.jewelryreform.jp/repair/jewelry/93.html 

88 通常３号までは問題ございませんが、４号以上の大幅な縮めや延ばしの場合は現物を見てからの判断となります。 

http://www.jewelrysubaru.com/829856820 

89 （逆に言えば、他のメーカーの場合、お断りする場合がございます。） 

このタイプのリングは、3号程度の縮めや伸ばしが限界となります。 

http://www.reform110.com/cartier_trinity_band_ring_size_down 

90 縮めや大幅なサイズアップとなると、切ってロウ付けしなければいけません。すると再メッキやらなにやら、時間も手間も

掛かります。 

http://blog.raison.chu.jp/?eid=898257 

91 特に修理のご依頼が多い 

指輪のサイズ直しは縮めと伸ばしでは 

http://smith-jewelry.com/%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ 
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39．「解き」に関する用例 

番号 用例 

１ 

 

 

「なんて面白い夢だったんでしょう」とアリスが語り出した話を聞いたお姉さんが、その冒険話の夢の解きをして、すべては

退屈な現実に戻ると見抜き、「不思議な国の夢(the dream of wonderland)」としてまとめます。 

https://books.google.com.vn/books?id=qC_Yb0xtla8C&pg=PT164&lpg=PT164&dq=%22%E3%81%AE%E8%A7%A3%E3%81%8D%E3%82%92%

E2%80%9D%E3%80%80&source=bl&ots=2rpHdszJbc&sig=VnmdKyFZfkv73NtamwB6odtd-

Cc&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjB2qmk8P3UAhVEf7wKHepnD4wQ6AEIIjAA#v=onepage&q=%22%E3%81%AE%E8%A7%A3%E3%81%8D%E3%82%92%

E2%80%9D%E3%80%80&f=false 

2 数学の解きを教えて下さい 

５年前にやった数学を学校でやっていて、とても苦労しています。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12101510937 

3 いま数学高校レベルの 

１次不等式のグラフの解きを勉強しているんですが 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1223756572 

4 本文を１行目から読みながら設問の解きを確認していく。 

http://www2.memenet.or.jp/~deai/kokugolesson.htm 

5 その中でも宇宙からのエネルギーと繋がる精神性の強いロミロミに魅せられ、地元名古屋に戻りヒーリングサロンを開業。身

体から聞こえる声をお伝えすることで心身の解きをサポート。 

http://ameblo.jp/masakopan2/entry-12068938129.html 

6 この４日間のクレニオワークの経験のなかで、技術だけではなく、多くの気づきや解きをお持ち帰りいただけることを願って

います。 

https://www.facebook.com/teoc.jp/posts/1574265709257189 

7 本文を１行目から読みながら設問の解きを確認していく。 

http://www2.memenet.or.jp/~deai/kokugolesson.htm 

8 微細の解放運動とダイナミックな解放運動の両方の発信元である硬膜感の解きを安全な空間のなかで、リードする方法を学ん

でいきます。 

http://teoc.jp/page/?p=271 

 

9 

アナゴを苦労して登った。 

自分でムーヴを構築することが出来たのが収穫。 

サイズの大きい自分の身体をしっかり理解することが重要。 

宿題になった朝露の解きを早くトライしに行きたい。 

http://yumeiwa.blogspot.jp/2017/01/ 

10 永遠をもとめて生きてきた、このまたたく間の解きを物語にとじこめ、いつか、このたとえ話を紐解けるだれかが永遠のひみ

つを、彼の物語をぼくが紐解いたように、だれかが紐解く、物語の結末、もとめられている答を。 

https://kakuyomu.jp/works/1177354054883280356/episodes/1177354054883379241 

11 「本日の SPI講座では、損益と料金計算の解き方を学びました。講師の方が国語を教えているというだけあり、とてもわかり

やすく説明してくださりました。 

https://content.swu.ac.jp/engcom-blog/page/39/ 

12 物理です。305番の解きがわかりません。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180073578 

13 とても運動神経の良い S様は、ダウンスイングでクラブの解きが早いながらも、下半身の捻り戻しで球を捉えようとする動き

がありました。 

http://363672.com/report/221/ 

14 ■3級勉強に時間を使い過ぎた 

■2級の過去問の解きが甘かった 

http://ikechan0201.com/howto-boki/ 

15 相変わらず小謎はあーる君の解きが早く、さくさく進みます。（＾＾） 

いろんなアイテムを中盤から使い、なかなか楽しくできてます。 

http://love-love-date.blog.so-net.ne.jp/archive/c2302597103-7 

16 違うよ。バカだなぁ。過去問の解きが足りないんだよ。 

https://2ch.live/cache/view/shihou/1081692428 

17 大地の章と比べて仕掛けや地形の種類が増えている点や、弾が反射する「まめでっぽう」、対象と主人公の場所を入れ替える

「いれかえフック」等を利用した謎の解きが面白かったです。 

http://kyoichi-mk2.sakura.ne.jp/ndsmk2/3ds/review.php?id=2340 

18 謎の解きが難しいアドベンチャ－ゲ－ムです。 

アイテムの使用によりクリアできます。 

http://www5e.biglobe.ne.jp/~KEN5/sub6.htm 

19 宇宙の謎の解きと宇宙エネルギーの全面的な利用に従って、人類は間もなく第三番目の科学技術革命の波に迎えて来る。 

http://www.bfp-rldqy.com/bencandy.php?fid=73&id=810 

20 長く待たされるだけに謎の解きの感動もより大きくなるはずです。 

https://www.gamespark.jp/article/2015/11/13/61743.html 

21 ■謎の解きの難易度・・やや高め 

https://freegame-mugen.jp/adventure/game_5266.html 
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40.「溶き」に関する用例 

番号 用例 

１ 今日のカツ丼は、卵の溶きがあまいようで白身が・・・笑今回の感想は、とんかつが以前より小さくなりましたねぇ～（厚みも

薄くなり）まぁ～原価低減の施策でしょうか・・・でもこれで 850円で頂けるのだから、大満足です！！ 

http://gazoo.com/my/sites/0001454817/VAIO/Lists/Posts/Post.aspx?ID=2551 

２ 卵の溶きがあまいですが・・・ 

先にトーストしてから卵液につけてみました。 

あっという間に、しみ込む感じがするような。 

https://ameblo.jp/y-ricopin/entry-12008419773.html 

3 犬用のアイシングにはスキムミルクと水で作ったアイシングに野菜パウダーで着色します。アイシングの溶きが不十分だと固ま

ったときに割れてしまうのでしっかりと溶いたアイシングでデコレーションをしましょう。 

http://www.spahinoki.com/dog-2.html 

4 卵の溶きが甘いと均等に分けるのが困難だと主張する市原悦子が延々と茶碗の中の卵をかき混ぜ続けるのを、ノーカットで凝視

するカメラが執拗で、テレビ的には極めて長い。 

http://express-myself.at.webry.info/200607/article_9.html 

5 カタクリ粉の溶きが浅いのか後半はシャバシャバになったw 

わかめスープはしょっぱい。ラーメンもしょっぱめなんだろうなと推測。 

https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130903/13061792/dtlrvwlst/B235702347/ 

6 でも、この甘さが親子丼には良い感じに繋がっているようです。個人的には親子丼の味は好みでした。ただ、卵の溶きが甘すぎて、白身が固

まっているところがあるのは非常に残念。せっかくの親子丼のトロトロ感がなくなり、雑な印象。 

https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27023854/dtlrvwlst/B268168278/ 

7 細いそばは延びきってくたくた状態。 

ミニカツ丼も卵の溶きが足りないのか黄身と白身が分離しちゃってるし、肉も固い。 

https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131305/13053643/dtlrvwlst/B188462552/ 

8 ちょっと、、玉子の溶きが甘いですが(^◇^;) 

スキレットに溶き卵を流したら、 

焼きそばを加えて出来上がり♪ 

とっても簡単╰(*´︶`*)╯♡ 

http://zimizimi.exblog.jp/23857644/ 

9 網で濾しながら注ぐのだが 

卵の溶きがあまかったのか、、 

網をスムーズに濾さない、、 

http://www.abaxjp.com/katuragi-do/katuragi-do.html 

10 ささやかな幸せの大切さを説く市原悦子が、一個の生卵で３人分の卵 

かけご飯を作るシーン。卵の溶きが甘いと均等に分けるのが困難だと 

主張するのだが... 

http://mamarin.net/d-suspense.htm 

11 ③頭を覆うラップは２～３回に分けてこまめにかけるとよいです。 

④はえぎわの垂れ止めのコットン・ティッシュは冬場はなくてもいいです。（へナ＆ハーブの溶きがゆるい場合は要注意） 

http://kamihatopaz.jugem.jp/?eid=177 

12 オムライス 卵の溶きが甘かった 

https://www.garow.me/media/1472840877030747000_549765419 

13 卵の溶きが不十分だったのか、白身が目立つ・・・ 

箸で切らずに包丁で切ったら少しはまともに見えただろうに・・ 

http://metamani123.blog.fc2.com/blog-entry-710.html?sp 

14 水は少しずつ入れて丁寧に溶くべし、とあります。白粉の溶きが悪いとムラの原因にもなり、仕上がりのツヤも見苦しいとのこ

と。ちなみに、白粉を溶く水に清潔な雪解け水を使うと、美白や肌荒れに効果があるとか。  

https://edo-g.com/blog/2016/02/makeup.html/3 

15 まずパネルラインに沿ったシャドー吹きの時、カラーの溶きが甘く 

良く見ると少しダマになっちゃってるんですよねぇ 

http://okameinnko2001.blog.fc2.com/blog-entry-72.html?sp 

16 うちは粟玉いれてなかったけど、それでもパウダーの溶きがあまいと食滞になるっていいますしねぇ。  

http://birdsso.blog10.fc2.com/blog-entry-326.html 

17 ふつふつしたら、火を止めて、素早く溶きを入れて、器に盛り付け、粗挽き胡椒をガリガリと♪お好みの量で♪ 

https://cookpad.com/recipe/3119684 

18 表面に溶きを刷毛で塗ります。 

http://xn--9ck2a5dua8e.biz/archives/276 

19 我が家はチキンライスを少しお砂糖入れた少し甘めの溶きを卵焦げ目があまりつかない程度に焼いて包みまたケチャップかけ

ます！ 

http://girlschannel.net/topics/792113/ 

20 お鍋の中でチーズと共に溶けてしまいそぉな優しさ！ながら！！チーズ自体！日本酒で溶きを施してあり！！想像を凌駕する強いテイストに

面食らいます！！！ 



- 255 - 

https://tabelog.com/iwate/A0303/A030301/3000417/dtlrvwlst/B55582315/ 

21 卵の溶きと固まりの感じはなかなかの感じで、 

カツの火の通りはまずまずで、 

https://tabelog.com/saga/A4102/A410202/41000007/dtlrvwlst/B240185876/ 

22 前 半 1 回 目はも ち生 地 の溶き と コネ が 不十分だ ったらし く出来 は硬い 状態で ふんわ か柔ら かい大 福と

は ほど遠 いもの ができ てしま った。  

http://bluelake.exblog.jp/m2007-04-01/ 

23 卵と牛乳を同量で溶きとはけでドリールして 

http://pecolly.jp/user/photos_detail/4760848 

24 佃煮に、水で薄めためんつゆ少し足して火をつけます。 

沸騰したら溶きと野草のヤブカンゾウ（刻む）を入れ、フタをします。 

http://ethnicdays.exblog.jp/d2007-04-06/ 

25 こんにちわ。  

MIG師匠は、細かい塗装の溶きにクラウンを外してニードルむき出しで塗装してます。  

http://sanwakatu.blog115.fc2.com/blog-entry-804.html 

26 天然の揮発性の油。 

漆の溶きなどに、塗りやすくするために使います。 

http://www.geocities.jp/kumo12kumo/urushi_word.html 

27 赤だしでは溶きも落としも作る。 

合わせ味噌では作った事ない。 

http://115.31.202.65/bbs/comment.do?page=3&topicId=2332954&sort=0&startCommentNo=-1 

28 彼が気にしている腕の細やかな動きが加われば更に冬の完成度が高まる気がしています。 

ロコの溶きも完成形には時間を要したから 

きっとまた化けますよね 

https://ameblo.jp/luna-girl/entry-12283342925.html 

29 こんにちゎ。ぁたしも↑同じ調理方法でして（..;）ぁは。しかも、溶きもパン粉もビニール袋です。フライゎこの手が早ぃで

すよネ。 

https://blogs.yahoo.co.jp/kaotin2222/8635009.html 

30 単純に溶きが甘いのではないですか？ 

結構溶いて、表面に泡状の気泡が沢山出来る位が 

良いと思います。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1323890688 

31 ピリごまは、入れるごまペーストが少ない上に、溶きが甘いのでシャバシャバスープ。 

そして底にごまペーストが塊で残っているという逸品。 

http://shizu.0000.jp/read.php/eat/1330786962/826-925 

32 お味噌の計量や溶きが面倒でいつも悩んでいましたが、テレビでこのお品を知りどうしても欲しくなったので購入しました。 

まだ使っていませんが、これ一つでスプーン、おたまの役割を果たしてくれるのでとっても便利そうです。 

http://review.rakuten.co.jp/item/1/211066_10005740/1.1/ 

33 解けたチョコとバターに、全卵（カラザを取りしっかり溶いておく）を 

ちょっとずつ混ぜては足し、混ぜては足し、していく。 

写真の卵は溶きが足りず、焼けた後不恰好になりました…。 

http://shibutyan.jugem.jp/?month=201701 

34 溶き油を、描き分けで使い分けていくのは溶きの性格と種類を良く理解し、しかも経験が必要なので、ビギナーには大変難しい

技術だと思います。 

http://blog.livedoor.jp/jackhalo/archives/50210915.html 

35 これね、見た目貧乏くさいけど、なかなか優れモンです。この立ち上げが水っぽい絵の具の溶きに威力満点。 

https://blogs.yahoo.co.jp/urawaza_net1/1447890.html 

36 漆の溶きには、焼樟脳などが良いようですが、使い方等不明、近くに売っていないので「テレピンオイル」を使用していますが 

「焼樟脳」は、いつかは挑戦したいと思っています。 

http://www.geocities.jp/kumo12kumo/urushi_word.html 
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41．「溶け」に関する用例 

番号 用例 

1 髪の毛を使用した理由は、ごく細く、完成後に吊るした痕跡を残さないため。成長中に温度が上ると、今度は溶けに転じるこ

とがあるので注意。 

http://www9.plala.or.jp/teduri/myouban/ 

2 面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶けを防ぎます。 

http://www.alcare.co.jp/stomacare/product/prod_01_2.html 

3 溶けを限りなく減らす ＴＡＦ回路 の開発 

超音波カッターは、振動をしながら切断をする工具です。必ず、切断時には、切る物体と刃が振動することにより摩擦熱が生

まれます。従来の機械は、固定のパワーで切断をしようとするので、溶けが大きくなる場合があります。 

https://www.honda-el.co.jp/product/zo41.html 

4 もしそれを次に誰かが買ったら食べれないじゃん。 

溶けを気にするなら、食べたいのを決めてから、カゴに入れないほうが悪いし。子供が素手でむき出しの商品(パンとか)触

ったり、パックに穴開けたりしたのを知らんぷりしてるのもあり得ない。 

結構、次の人の事を気にしない人っているよね。 

http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=1436488 

5 また炭酸塩は粉石けんの溶けをよくします。なお、炭酸塩（炭酸ナトリウム、ソーダ灰ともいう）は、食塩（海水）と炭酸ガ

スからつくられた無機物です。 

https://www.taiyo-yushi.co.jp/soap/faq/faq.html 

6 このことは溶けを抑制する製麦条件に おいてもスカイゴールデンは品種本来の特性を十分にあ らわしているといえる． 

http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/kenpou/kp_050/kp_050_02.pdf 

7 『久米島天然もずく』は、収穫後大型冷蔵庫ですぐに冷蔵保管しています。これにより、塩によるもずくの溶けを最小限に留

め、年間を通して美味しいもずくが提供できています。 

http://saruyamasaruko.com/about/mozuku.php 

8 ビーンスタークの担当者から 「ビーンスターク すこやか」は溶けをよくするために、粉の粒子を均一にする技術をほどこ

しています。ミルク作りは毎日のことですので、ママの負担の軽減のお役にたてばと思います。 

http://www.mamecomi.jp/voice/003 

9 クリプトコリネの水中育成を行っていると 

誰しもいつかは通る道です。たまに聞く声で 

「いや、溶けたことないんですよ。」と言うのが 

ありますが、それはラッキーです。そしてまた 

溶けを経験せずにクリプトコリネを育てた、 

などと言ってはイケマセン(笑) 

http://roots-aquatic.blogspot.jp/2016/05/part4-1.html 

10 ドライアイスの昇華を抑え、溶けを抑えましょう。 

通気性の少ない新聞紙などで包装し、隙間の少ない発泡スチロール等の容器を使ってガムテープで密封すれば長持ちします。 

http://www.effect-g.co.jp/dry_ice/advice.html 

11 質の高い「米」を作るため、世界的なホエイ原料メーカーから、たんぱく質含有率の高い WPC（ホエイプロテインコンセント

レート）を厳選して採用。飲みやすくなるように、溶けをよくして粉っぽさを抑え、泡立ちも無くした。 

http://net-protein.com/?pid=92614640 

12 チョコレートのアイスクリームを食べるときには気をつけたいのが熱によって垂れてくるメルト。油断をすると棒まで押し

寄せ焦った事は皆さんはないだろうか。服に付くとシミになったりと厄介なものではあるが、そのアイスクリームの溶けを

絵の具のように使いペイントしていくアートがあるのだ！ 

http://japontimes.livedoor.biz/archives/39951516.html 

13 製法： 醸造用麦芽より発芽（溶け）を促進させた緑麦芽を、醸造用麦芽よりやや高い温度（90℃前後）の熱風で焙燥し、特

有の味と香りを付与します。 

http://www.asahibeermalt.co.jp/product/malt-hop/ 

14 今回のプロジェクトは、夏でもチョコの溶けを気にせず、チョコレートを楽しみたい！と思っていらっしゃる皆様にぜひ夏

でも溶けない焼きチョコベイクの存在を知っていただく機会を設けるべく、実施させて頂きました。 

http://www.buzzlife.jp/project/bake/ 

15 「ベイク」ブランドは 2003 年の発売以来、夏でも溶けない焼きチョコブランドとして夏のチョコレート市場を創

造してきました。焼いたチョコレートなので、溶けを気にすることなくいつでもどこでも濃厚なチョコレートの

味わいを楽しむことができます。 

https://www.morinaga.co.jp/company/newsrelease/detail.php?no=1180 

16 <大きい変更> 樹脂の溶けを減らしました。 

http://item.rakuten.co.jp/us-dolphin/zo40/ 

17 昭和初期、アイスの溶けを防ぐために、ブリキ缶に塩水と小麦粉を混ぜた保冷機を発明。 

http://www.andeico.co.jp/2015/07_company/history.html 

18 少しでも日当たりの良い場所を求めて、水槽を移動させました。その結果、完全には「溶け」を防ぐ事は出来ませんでした

が、半数以上の株は無事翌秋を迎え、開花させることが出来ました。また、水槽を使うことにより、植え付け直後の湿度を保

てば発根も良くなるということも判りました。 

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/8424/conosdeai.html 

19 クリームの溶けを防止するフルーツの処理方法 
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http://www.fa-navi.jp/patent/details/000329005.html 

20 摩擦によって起こるラバーの溶けを防ぎ、コートに跡をつけることのないアウトソールを採用。 

http://www.noce-web.top/shop/item/18245.html 

21 縞萎縮病に強く、麦芽の溶けが適正なビール大麦の育成 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/research_fund/2011/pdf/23010_gaiyo.pdf 

22 しかし、石けん受けの下に台所用のスポンジを敷いておけば、石けんの溶けを防ぎ、なおかつ洗面台の掃除も簡単にできる

ようになります。 

http://j-dress.biz/soap-is-used-without-futility 

23 燃えにくい素材を使っているので、これまで火災報告も無いとサービスセンターから回答が来ましたが、 

燃えにくくても、溶けはするという事です。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000624838/SortID=18754225/ 

24 そして大豆プロテインですが、元祖プロテインといえばなんといっても大豆が原料でした。当時の大豆は独特の大豆臭があ

るうえに、溶けが悪いという残念な特徴もあり、いまだにプロテイン＝不味いと信じている人は、当時の大豆プロテインの

マイナスの功績といってもいいかもしれません。 

しかし大豆にはβコングリシニンなどの大豆特有の成分もあり、遊離脂肪酸の低減などの効果が期待されます。また大豆の

原料メーカーの製造技術の進化により、独特の大豆臭や溶けの悪さという課題もほぼ克服されています。 

http://cp.glico.jp/powerpro/protein-knowledge/entry59/ 

25 お酒造りに求められる麹の性質は、掛米を溶かせる程度のほどよい酵素が含まれていること。しかし、酵素はただ出れば良

いというものでもありません。雑味が出ないように、米がよく溶けるように、逆に溶けを抑えるように、モヤシ(種麹)の品種

もさまざま変えていますから、実は甘酒に向かないものもあります。 

http://jp.sake-times.com/enjoy/recipe/sake_g_amazake_koji 

26 軽い食感のブラウニーにくるみを練りこみました。春夏向けに、チョの溶けを心配することなく、チョコレートケーキの濃

厚な味わいを楽しめます。 

http://asp2.mg21.jp/oc/search/view.asp?jancode=4901360324828 

27 その手順をお伺いしてみると、溶けをよくするために、あらかじめ規定量の人工海水を先に容器に入れておいて、熱いお湯

を注いで溶かしてから足し水をして濃度を合わすようにされているということでした。 

http://www.delphis.co.jp/funstudy/mame_001.html 

28 筋肉を作るアミノ酸プロフィールの良さ、吸収の速さがアスリートに適したたんぱく源です。トレーニング直後に飲めるよ

う、『水だけ』で美味しく飲めるように味を追求しました。溶けも良く、泡立ちも少ないので飲みやすいプロテインです。 

http://www.kenko.com/product/groupwords/gw_105690.html 

29 一見、実に都合がよいのですが、接着剤としてお目にかかったことが無いこんな溶剤を接着剤として使い場合、何か落とし

穴は無いか心配です。特にワークが溶けて接合していますが、溶けをきちんと止めるにはどうしたらいいか、ご助言いただ

けますでしょうか？ 

http://www.nc-net.or.jp/knowledge/morilog/detail/10180 

30 吸水口（アーム）が回転するので、洗濯機のフタがそのまま閉められ、すぐに洗濯を始められます。 

冬場に暖かい残り湯で洗剤の溶けをよくします。 

ペットのお風呂への給水等使い方色々。 

http://www.sendak.co.jp/product/bath/ys-30.html 

31 足元にエキゾーストパイプが来る車両にも安心のヒートガードを内側に装備！ 

熱による生地の溶けを減少してくれます。 

ロールアップ面にもヒートガード素材を使用してます。 

http://www.3splanning.com/bridge-union/wear/ 

32 またもやコピックで塗りました。  

でもコピックで塗ると ニス（アクリル系）を塗る時に色が溶けます。 

 この『溶け』を上手く制御出来ないと コピックはおすすめ出来ません。  

http://azuma2006.blog.shinobi.jp/Entry/582/ 

33 ミ ル ク の 「 は い は い 」 は も の す ご く 溶 け が 悪 く な い で す か ？ は ぐ く み は す ～ っ と 溶 け ま す 。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q134997303 

34 溶けが良い 

青汁は FANCL やヤクルトなど試しました。どれも私はそのまま飲めるのであまり苦手なものはありません。そんな中でもオ

ルビスの青汁は飲みやすい。味が飲みやすいだけでなく、粉末が細かくシェイクするとアワアワになります。粉の溶けがよ

く粉っぽさがないのが他の商品より飲みやすいと感じました。というか美味しいと思って飲んでます。味は抹茶ですね。青

臭さなどは一切感じません。 

http://www.cosme.net/tag/tag_id/260158/review/review_id/505051977 

35 もしそれでも効果がなければ、そこで初めて次の対処法の検討＝栄養バランスなどの検討に入った方が良いと思います。し

かし光を改善すればおそらく溶けが止まるはずです。 

http://aquagreen.main.jp/QandA/AquaPlant_LagamadaKabuTokeru.htm 

36 縞萎縮病に強く、麦芽の溶けが適正な ビール大麦「 

http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/seikasyu/seika30/sep_030_1_09.pdf 

37 水換えの際は、テトラのカルキ抜きを使っています。 

溶けが気になりだしてからアクアセイフも使うようになりました。 

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8805155.html 
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38 ウーパールーパーの体が溶けていることが分かった場合には、すぐに水換えをしてあげましょう。また水質検査をして、ウ

ーパールーパーのとって最適な水質になっているかを確認することも大切です。 

水質を保ってあげれば、それ以上溶けが進行することはなくなります。 

http://www.upalover.com/entry116.html 

39 砂糖の溶けが悪く、発酵してしまったようですね。 

梅シロップは多少発酵することがありますので、少しの泡なら心配ありませんが、 

次のように処置すれば大丈夫です。 

http://www.minabe.net/umelife/siroop/qa_jyukusei.html 

40 し か し 、 炭 酸 飲 料 の 飲 む 機 会 が 多 く な っ た り 、 直 後 に 歯 に 摩 擦 が 加 わ っ た り す る と 、 歯 の 溶 け  

が 進 み 虫 歯 の よ う な 状 態 に な っ て し ま う 。  

https://www.circl.jp/15918 

41 装具は、ふつうワンピースタイプの場合は１～３日、ツーピースタイプの場合は３～５日に一度交換します｡これは個人差が

ありますので、交換間隔は自分自身の状況に合わせて考えることにしましょう｡ 

その目安は皮膚保護剤の「ふやけ」と「溶け」となります。 

https://www.kawamura-gishi.co.jp/aco/ostomy/about2.html 

42 カバーの内面（ギヤ油に漬かる方）に、普通の塗装（吹付け／電着）がしてあると、ギヤ油により、剥離や溶けが発生し、ギ

ヤやベアリングへ悪影響を与えると聞いてます。 

https://www.nc-net.or.jp/knowledge/morilog/detail/3336/ 

43 溶けがわるいです 

こちらのスムージー 

少々、溶けがわるいです！ 

なので、かなりシェイクしないとダマになります。 

http://ameblo.jp/boru-buhiko/entry-12198563626.html 

44 製麦の発芽工程時に「溶け」が充分に行われている麦芽は、粗く挽かれたままでもでんぷんは溶け出して糖化が確実に行わ

れます。 

http://www.sapporobeer.jp/book/manufacture/page2.html 

45 嫌ですよね、洗濯洗剤の溶け残り。  

寒い季節だと特に洗剤の溶けが悪いです。  

http://mobamen.info/life/421 

46 日本製の物と比べて少し溶けが遅い気もしますが、十分に合格点！ 

これで「カンボジアのトイレットペーパーは安心！」と言いたいところですが、そうではありません。続いて社名や商品名

は伏せますが、カンボジアで購入した別の物を水の中に入れてみます。 

http://cambodia-life.info/lif-150811/ 

47 組成は均質であること、粘らず溶けがいいもの。なめらかでざらつきがないものがいいです。 

http://www.yamaku.co.jp/q_a.html 

48 SBゴールデンカレーは溶けが悪いです。 火を止めて、よーく溶けるまで撹拌して再加熱してもなんだか水っぽい。翌日には

普通のカレーになります 

http://tell-me.jp/q/1364575 

49 お味噌の溶けが良くないのでは？と思いがちでございますが、意外とお味噌は溶けます。また、ぬるいお味噌なので、速醸

のお味噌では味噌と具材の風味がひき立ちにくい傾向にあります。 

http://marukawamiso.com/spec/miso-tokikata.html 

50 ミルクの溶けが悪くても 普通に飲ませてましたよ(^-^)/ たまにしか無い事ですしね(^-^) 因みに私わミルクを薄めて 飲

ませてます｡ なので１０ccくらい全然 大丈夫ですよ☆ 私わ 20ccの時もあれば ４０cc薄める時もあります! 

ミルクはメーカーによって溶けづらい時ありますよね。うちの場合は最初に少しの熱湯を入れ振りとかしてから湯冷ましを

入れてます。 

溶けが悪い時はまた振ってとかしてます。 

毎回ミルクの濃さも多少誤差がありますよ。 

10cc位なら問題ないと思います 

http://pigeon.info/soudan/soudan-3365.html 

51 巻き取る感覚は、とろとろの飴を巻き取る感じです。 巻き取るとき硬いと感じたらガラスの溶けが不十分です。 

http://making.tonbotama.com/base_tonbotama.html 

52 コーヒーには、ミルクも砂糖も入れる派なので、溶けがよいこの商品は、重宝しています。ミルクたっぷりが好きなので、牛

乳だけで、レンジでチンして、お湯を使わずに飲むこともあります。自家製のミルクコーヒーな感じです。インスタントコー

ヒーで困るのは、とにかく顆粒が溶けにくいことなので、溶けが良いこの商品は、夏も冬も続けて使っています。 

http://mognavi.jp/assessment/3087859 

53 固いアイスの代表と言えば「あずきバー」である。アイスの種類としては「氷菓」となる。カキ氷なども氷菓なのだけれど、

ご主人に事前に「氷系は溶けが早いから絶対無理」と言われていた。でも、僕らの味方あずきバーならいけるのではないだ

ろうか。 

http://getnews.jp/archives/1175020 

54 アイスだと香り高い抹茶の味わいが「さすがブルックス！」と思えるほどに感じられ、レモンの柑橘系のさわやかさとあっ

さりした甘みがおいしかったです。ホットで飲んでみるとアイスとはまた別のおいしさがあり、エアコンで冷えた体を温め

るのにぴったりのドリンクでした。水にも溶けが良く、子供から年寄りまで家族みんなに大好評でした。 

https://www.brooks.co.jp/lp/can_ml.php 
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55 一番搾りのコラーゲンを 100％ とにかく溶けがいいコラーゲン！ 

http://item.rakuten.co.jp/chamise/20121206-01/ 

56 ただ、甘酢和えのような冷たいお料理の場合は「溶け」があまり良くないので、今回、液状タイプを購入しました。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%88-%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%88S-%E9%A1%86%

E7%B2%92-800g/product-reviews/B001GZCZOM?filterByStar=four_star&sortBy=helpful 

57 サービス：溶けが気になるチョコレートは夏場は超過料金なしでクール便で届けてくれる。 

http://41miyage.info/travelerk.php 

58 利き酒をしてみると、香りは青りんごのようなバナナのようなフレッシュな香り。 

心配された味乗りもしっかりしていて、米の溶けもまずまずだったようです。 

早いうちにビン詰めしたいと思います。 

http://eikun.fc2web.com/shiboritate.html 

59 可溶栓に異常（膨らみや溶け）はありませんか？ 

http://www.jarp.org/pdfs/information/20160615_fusibleplug_leak_information.pdf 

60 初摘みの為に溶けが良く、太巻き等の巻き置きや軍艦巻きにする原料としては、あまり適しておりません。 

http://www.surugaya-nori.co.jp/item_01/ariake10_6.html 

61 この悪い噛み合わせによる歯の揺れや歯槽骨の溶け(吸収）のことを、専門用語では、咬合性外傷（こうごうせいがいしょう）

と呼んでいます。 

http://amanodental.com/badbite.htm 

62 明治ミルクチョコレート：森永と似ているが、若干溶けがいい。 

http://matome.naver.jp/odai/2138976670098161001 

63 表面の溶けが進行し、色も黒ずみが見えてきます。 

この状態では、冷たい食べ物や飲み物が染みる場合がございます。 

http://ki-dc.com/dental-caries/ 

64 ・アイロンが難しい時は少しずつかける 

・「溶けが甘いかも」と言う所で止めて冷ます。必要ならもう１度アイロンをあてる 

http://xn--5ck1a9848cnul.com/7555 

65 o 日本芝、バーミューダグラスに対する安全性が高く、暖地型芝草の萌芽期にも安心して使用できます。 

o 計量しやすく、溶けが良い顆粒水和剤のため、扱い易い製剤です。 

http://www.rikengreen.co.jp/ryokukashizai/catalog/business-use/01025.html 

66 このマルセイユ石けんでも、今までの一般的に皆さんが思っていらっしゃったような石けんと比べると、かなり溶けが早い

ですから。 

https://www.taiyo-yushi.co.jp/soap/repocol/report_9.html 

67 口どけの良い生地は、大粒のチョコが溶け切る前に大部分が流れてしまう。しかし早めの段階で温かいラテを流し込めば、

チョコの溶けが促進。 

http://entabe.jp/news/gourmet/11113/starbucks-chocolate-chunk-scone 

68 有明海は福岡産の１番摘みです。サクサクとした食感で口溶けも良く、味はもちろんのこと、色、艶ともに申し分のない海苔

です。海苔本来の持つ天然のうま味が強く、正に“美味しい海苔”の名に相応しい逸品です。ご家庭での手巻き寿司などに特

にお薦めの他、大切な方への贈答用としてもお薦め致します。ただ、溶けが良い分、長時間の巻き置き用途には向きません

が、おにぎり用途でしたら、食べる直前に巻くと、サクサク感のある美味しいおにぎりが楽しめます。 

http://www.norifan.com/nori.asp 

69 まず脂肪の融点が低いと口に入れたときの脂肪の溶けが早く、なめらかさを感じることができます。またオレイン酸は脂肪

の風味に関与している、コレステロールを下げる働きがある、など最近注目されている脂肪酸の一つです。 

http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/chikusan/syouhikakudai/bangai/kobebeef.html 

70 粒子の大きなグラニュー糖は一般的に、コーヒーに用いられる事が多いです。粒子の細かいグラニュー糖は、製粉のミック

ス粉材料に多く使われています。特に最近は、溶けが良く、核になり易いということで細目グラニュー糖が多く使われる傾

向にあり、各メーカーもメッシュの違う細目グラニュー糖を 2～3種類揃えています。 

http://www.satouden.com/column/index15.html 

71 小袋で入っているので 余った場合でも保管ができます 

それととにかく溶けがいい！！ 

コレ重要です 

ぬるま湯で溶いてもパッと溶けるので 

おなかが空いてピャーピャー鳴いている子猫を待たせずにあげられます 

http://mixjuice2haime.blog.fc2.com/blog-entry-491.html 

72 強酸・強アルカリ性の肥料・改良材との混合散布は注意して下さい。 強アルカリの水には溶けが悪い場合がございます。

(pH8.5～9) 誤飲した時は多量の水を飲ませ、直ちに医師の手当てを受けて下さい。 子供の手の届く場所に保管しないで下

さい。  

http://www.kluger.co.jp/wp-content/uploads/2010/06/%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81Kluger.pdf 

73 とにかく、双子育児で、母乳の出が悪いのでミルク９：母乳１くらいでやってるため、粉ミルクの消費がすごいのもあるし、

無限にミルクを作らないといけないため、溶けが重要になる。 

http://isumi-tw.hatenablog.com/entry/2015/10/16/164801 

74 ＊少しは溶けるもの、溶けが悪いジェルは、セミハードなどとも言われているようです。 

＊ソフトジェル（柔らかいのみ）でも溶けないものもありますのでとてもわかりにくいです。 

http://www.goldenkanon.com/user_data/rosy.php 
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75 綿菓子機は綿菓子専用ザラメをご使用下さい。他の砂糖をご使用しますと砂糖の溶けが悪く焦げ付きで故障の原因になりま

す。 

http://fujitadougu.com/watagashi/w_use.html 

76 東日本では、７月下旬から８月上旬は平年より高め、８月中旬は平年並み、８月下旬から９月中旬は低め、西日本では７月下

旬から８月上旬は平年並みから高めで、８月中旬から９月中旬にかけ平年よりかなり低かったことから、米の溶解性は、７

月下旬から８月上旬に出穂する五百万石などの早生品種は、東日本では平年並みからやや溶けが悪い。 

http://www.jozo.or.jp/societynews/%E7%AC%AC110%E5%B7%BB12%E5%8F%B7%E3%80%80%E5%8D%94%E4%BC%9A%E3%81%A0%E3%82%8

8%E3%82%8A 

77 オススメは融点の低い石鹸とブレンドして使うことです。 溶けが更に良くなるからね～。 夏向きの石鹸、といった感じ

がしました（ﾟ-ﾟ;） 

http://www.sekken-diary.net/Contents/03.shtml 

78 おいしくて、たんぱく質含有量は 20g以上。 

泡立たないし、溶けがバツグンにいい。 

それでいて、値段は驚くほど安い。 

http://belegend.jp/mk/ 

79 先月風邪で入院してしまい先日退院することができました。下痢が続いていたんで病院から普通のミルクは控えるようにと

言われ、病院から薦められたボンラクトを買いに行きました。 

使ってみると溶けが悪くてびっくり！！哺乳瓶をどんなに振っても溶けなかったので、スプーンで混ぜました。 

https://community.wakodo.co.jp/web-service/wakodo/bbs/voice/bbs_search.psp.html?SEARCH=bonlact 

80 溶けが悪いということでティッシュペーパーでやってみました。 

条件は上のものと一緒です。 

http://www.sakuratomomo.net/entry/2014/10/25/213442 

81 量産性が高い（量産コストが低い） 

焦げや溶けがない美しい切断面 

http://www.t-katachi.com/technology.html 

82 この「明治ほほえみ らくらくキューブ」はキューブタイプのためスプーンで計る必要もなく、キューブをポンッと哺乳びん

に入れ、お湯を注ぐだけでミルクが完成します。しかも、すごく溶けがいいんです！ 

https://conobie.jp/article/9724 

83 アメリカやカナダのモルトは溶けがよく、そのためアメリカのクラフトビールはシングルインフュージョンで糖化を行って

いることが多いです。 

http://brewing-japan.com/column/beerlecture-molt2 

84 えっ？何が起こってるの？？それが初めて経験したガガイモの"溶け"でした。どうしたものかよくわからなかったけど、と

りあえず多肉だし、溶けてるうえでカットして、乾かしてから土に挿しておきました。 

http://www.ciao-mahoroba.com/entry/2016/06/10/232446 

85 遅れます。。。見つけた時は近年最大の溶けで、 

溶け方(量もですが質ですね)もかなりヤバい感じでした。 

http://roots-aquatic.blogspot.jp/2016/05/part4-1.html 

86 もし歯周病菌による歯槽骨の溶けであれば、全体的な歯槽骨の溶けが見られるはずですが、レントゲンでは、他の歯の歯槽

骨には大きな変化は認められません。 

http://amanodental.com/case/badbite-case-is.htm 

87 特にロックスタイルであると氷の溶けで味わいが保てない分、明確に差が出てきます。 

http://doras.exblog.jp/20628480/ 

88 以前自分で買い物に行けてたときは冷凍食品を買ってしばらく持ち歩いたりしてもあまり気にしてなかったかなぁ。・・など

といろんなこと思って、なんだか申しわけないような罪悪感のようなものを感じます。 

みなさんはいかが思われますか？あるいは、どのくらいの溶け？であれば許容されてますか？ 

http://cafe.cookpad.com/topics/9828 

89 その他の配線の溶けで    

電装系（ＣＤＩゎ分かりませんが レギュレーターがショート） 

あらゆる電球も切れ キャー♪ヾ(o≧∀≦o)ﾉﾞ 

http://tws41.dosugoi.net/e804790.html 

90 さっくさくビスケット食感のメロンパンにさっぱり味のアイスクリーム。なるほど、良い組み合わせです。難点はアイスの

溶けで黄金期が短い事位でしょうか。メロンパンアイス、一食の価値あり、です。 

https://tabelog.com/en/shiga/A2503/A250303/25007553/dtlrvwlst/7473802/ 

91 再植が無理ならばインプラントで考えていますが、歯の根の溶けで、顎骨にも問題が出てくるのか？抜歯前と抜歯後ではイ

ンプラントの金額や技術的にはどちらが良いか教えて頂きましたら幸いです。 

http://www.goodental.com/qa/3565/ 

92 インドネシア系のタイヤは熱に強いのですが  

ゴムの溶けでグリップさせる傾向ですので  

某Ｋ○２０ほど持ちません。  

http://www.autoway.jp/user/review/list/product/55/bid/S0CI/ 

93 これもヘッドランプの不灯ですが 

今度はカプラーの溶けでした。 

http://blog.j-engine.jp/2014_01_01_archive.html 
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94 金時山昇り(北面)や途中の谷戸では残雪、霜の溶けでぬかるんだ道を班長を先頭に駆け抜けました 

http://www.geocities.jp/yokohama94bvs/bs/2013/bs_140103.htm 

95 4枚目の写真のように 接着剤の溶けがあります。  

接着剤の溶けで シミになっています。  

外側は綺麗な状態です^_^ 

https://item.fril.jp/38efbfe9197f572cae840c470f3ea6bd 

96 不動でしたが、修理してみると典型的なベルトの溶けでした。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/1962521/car/1474519/2526422/note.aspx 

97  長時間のアタックになることは最初から予想されており、「溶け」が最大の問題点だったのですが、たらいが金属製だった

ために、予想よりもはるかに少ない量の溶けで済みました。 

http://septieme-ciel.air-nifty.com/tarafuku/2005/09/post_e20c.html 

98 レモンはあまり感じず・・なホワイトチョコベーグルでした。チョコの溶けで一層生地にしみこんで、もしかしたらレモン

ピールもかなり砂糖漬けだったのか、爽やかさは皆無に近いベーグル。ちょと残念。 

http://panna.sblo.jp/category/4254240-1.html 

99 用語「容器の溶け」の欄は、トウモロコシ又はカボチャスープ（消泡剤添加）（粘度 400 mPa・s）を所定量入れた容器本体１

（蓋２及び厚紙カップ３付き）をＳＡＮＹＯ製 1500Ｗ業務用電子レンジの中に入れて４５秒間加熱し、内容物を５℃〜約７

０℃に加熱した結果、容器本体１に溶けが見られたか否かについて目視で評価した結果を記載してある。 

http://astamuse.com/ja/published/JP/No/2008105749 

100 発芽開始と同時に大麦は、自らの酵素でこれまで胚乳中に貯めていたでんぷんやタンパク質などの栄養分を分解し始めま

す。発芽中の大麦は「緑麦芽」と呼ばれ、硬かった大麦の粒もこの工程を経ることにより、指で潰せるほどにやわらかくな

ります。このさまざまな変化の総称を「溶け」と呼び、発芽工程ではこの「溶け」を進めたり抑えたりしながら、ビールに

合った品質の麦芽をつくります。 

http://www.sapporobeer.jp/book/manufacture/ 

101 「溶け」はデンプンや細 胞壁多糖などの「炭水化物の溶け」と「タンパク質の溶け」 に大別される．炭水化物の溶けの指標

としては，麦汁の 比重 （エキス含有率），粘度，β 一グルカン濃度であり， タンパク質の溶けの指標としては，麦汁中の

窒素濃度 （麦芽可溶性窒素含有率）がある． 

http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/kenpou/kp_050/kp_050_02.pdf 

102 スカイゴールデン（2000 年育成）は、多収で、国内全てのオオムギ縞萎縮病ウイルス 系統に抵抗性であり、醸造品質も優れ

ていますが、麦芽の溶けが進みやすく、可溶性窒 素 1) やコールバッハ数 2) が過剰になりやすい特性があります。 

http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/nousi/singijutu/singi14.pdf 

103 さて、引き続きクリプトコリネの魔力である 

「溶け」についてです。 

http://roots-aquatic.blogspot.jp/2016/06/part4-2.html 

104 溶けと伸びが良くなり糸引きのお悩みも軽減するかもしれませんよ。 

https://upin.jp/12677 

105 もろみ管理とは、“溶け”と“切れ”のバランスを時間軸に沿ってグラフ化した曲線に沿うよう品温誘導したり追い水をして

最適なタイミングで醪を搾るまで管理することです。 

http://www.yaoshin.co.jp/%E9%9B%81%E6%9C%A8%E6%B5%81/ 

106 天井にシミができ屋根を調べたところ、塩害による瓦の溶けと、酸性雨のため谷の銅板に多数の穴が空いていることがわか

りました。 

http://www.newhomehirashima.com/%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E4%BA%8B%E4%BE%8B/%E5%B1%8B%E6%A

0%B9-%E5%A4%96%E5%A3%81%E5%A1%97%E8%A3%85%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%A6%8F%E6%B4%A5%E5%B8

%82%E8%8A%B1%E8%A6%8B%E3%81%8C%E6%B5%9Cn%E6%A7%98%E9%82%B8/ 

107 「バター本体」と「バターの溶け」とをわけて作成。 「バター本体」は変形ジョイントで変形しながら、 回転ジョイントで

ずり落ちて行く。 

http://www.sieidougekijou.com/pancake_tips.html 

108 微細な気泡を内包して比表面積を大きくすることで、使用時に水と接触しやすくなりスムーズな溶けと豊かな泡立ちを実現

します。 

http://lca-forum.org/topics/pdf/JLCA_NL_67.pdf 

109 ビールの色の度合いや色調 は、大部分が使用する麦芽の溶けと焦がし具合に由来します。 

http://res.tagen.tohoku.ac.jp/~liquid/MURA/kogi/kaimen/kaimen2002/2002-3.pdf 

110 ところで、新たに導入したクリプト達の溶けは一段落したので、これから溶けた分も含めて挽回して欲しいところです。 

http://d.hatena.ne.jp/mytanago/touch/searchdiary?word=*%5B%BF%E5%C1%F0%5D&of=35 

111 だいたい見た目通りの味と想像して OKで例によって手がベタベタスイーツ 

このソフトクリームは溶けとの戦いです。 

http://www.tokyo-cafe.com/omosan-harajyuku/6879/ 

112 エアーチューブにコケが付いてて見苦しいです。 

本種は個人的にかなり好きな水草ですが、コンディションが悪いと、たまに根元から溶けることがあります。それでもルド

ウィジア系の溶けと違って救うことが出来るので、とりあえず早期発見です。 

http://naturegarden888.blog9.fc2.com/blog-entry-549.html?sp 

113 溶けって、なに？ 溶けには、2つあります。大麦が柔らかくなる物理的溶けと、 酵素の働きで高分子を小さくする化学的溶

けです。高分子が 小さくなると水に溶けやすくなり、仕込み発酵作業に都合が 良くなります。  

http://www.hoppy-happy.com/info/download-present/download/images/magazine/magazine028.pdf 
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114 醪中での溶けと発酵のバランスがとれて「渡舟」特有の芳醇な味わいのお酒となっております。 

http://yukigura.com/ja/item/jizake-ibaraki 

115 こんばんわ！ 

マーブルは大丈夫だと思いますが、問題は Knですね・・・ｗ 

うちのも溶け→カット→発根→溶けを３～４回繰り返した後に 

葉っぱが溶け、今度は頭から溶けていき、またカットでとうとう 3cmぐらいになりました@@; 

発根したら溶けるって・・・やばいですｗｗ 

http://ehatteru.info/archives/1124.html 

116 ヘッド裏に少し塗装の溶けと、ペグ周りで塗装のシワ/カケがあります。 

http://komehyo.jp/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=736234 

117 緑が綺麗に出てて良い感じです＾＾  ただ鰭の溶けと片目潰れて無いのがイタイですが 立派な固体なので家で寿命をまっ

とうさせてあげたいです 

http://dmal.exblog.jp/i3/ 

118 基盤のハンダは溶けと濡れが悪いので、一般的なヤニ入りハンダを供給して濡れを良くするのがキモですね。 

http://type-z10.com/maintenance/catid_49-itemid_516.html 

119 クリプトの溶けと苔が心配だけど、頻繁に帰るのも面倒だから、照明時間を短めに設定だけしておいた。 

http://kesiblog.blog23.fc2.com/blog-category-1.html 

 心配していた“溶け”と“破損”ですが………ホワイトチョコはほぼ壊滅状態（爆） 暖房の吹き出し口にでも置いといた

んですか？ってくらい溶けて、その後周囲のチョコと完全に融合して固まり、本来存在しないオリジナルトリュフと化して

ます。 

http://ayano.air-nifty.com/daily_shout/2009/01/post-bb49.html 

120 しかし外はあっついしやらこめなんで  溶けと格闘しながら完勝 

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%81%94&rlz=1C1NHXL_jaJP709JP709&oq=%E3%81%94&aqs=chrome..69i57j69i61j69i6

5j69i61j0l2.917j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

121 アイス分かるよ！ 

コーン嫌いじゃないけど 

溶けとの勝負なるのが嫌だからカップ派 www 

http://blog.nogizaka46.com/kazumi.takayama/2013/06/012560.php 

122 大逆転で経済はパニックになってましたね。  今は元に………  フラミンゴは、 日々溶けとの戦いを行なってます。 

http://mikanshrimp.blog.fc2.com/blog-entry-784.html 

123 上からストロベリー、モカ、チョコ、黒ゴマ、キャラメル、ラムネ、抹茶、バニラの様々なフレーバーのアイスクリームを一

気にいただく!まさに溶けとの勝負です! 

https://retty.me/area/PRE13/ARE12/SUB1201/100000718747/1751101/ 

124 香水も悪くないですが、好き嫌いの分かれるところだし、 

キャラにもよりけり。 

となるとやっぱり洗剤の香りでしょう。 

溶けと匂いがよい液体タイプの TIDEに、 

http://blog-props-store.com/2009/week39/ 

125 スカモルツァチーズは、モッツァレッラチーズと良く似たチーズですが、モッツァレッラよりも水分が少なく、溶けと伸び

が良いのが特徴です。 

http://www.work-italia.com/?pid=112778138 

126 うちの息子はミルクを飲まなくて困って色々なメーカーを試しました、原因は何でだろう‥牛乳嫌いな私ですが舐めたり臭

いをかいだり‥森永のチルミルは臭いも余りしなくて、母乳に含まれてる成分ラクトフェリンが配合されてるのもあり、息

子も飲んでくれてるのでチルミルに落ち着きました☆しかし私の感想ですが、バツグンの溶けと書いてますが、ストローで

飲んでるので余り降って溶かすのが難しいのもあり‥飲み終わった後にミルクの固まりがある事が度々あります‥ 

http://www.seo-aqua.com/vshop/list.php?section=qa&keyword=%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%AB 

127 内装も後期型でもダメージを受けやすい室内灯周りの溶けと破損がある以外はやっぱり綺麗。 

http://g50fan.net/blog/archive/2016/06/q45v.html 

128 状態 

外観的には細かいかすり傷や金属部のくすみ、ボディ下部に塗装の溶けと言った具合になっております。 

http://mitsuno-shop.com/shopdetail/000000003155/ 

129 サンマルクカフェ＠池袋 

できたてフレンチトースト プレーン 529円 

渋谷はソフトクリーム別添だったけど、 

ここは載ってるので溶けとの戦い(笑) 

http://96577391.at.webry.info/201604/article_7.html 

130 れね…溶けとの戦いなので、味を楽しむ余裕がまったくなくて。笑 

ひたすら必死で食べてた気がします… 

2人でなら完食できるので、「沙也加ちゃんが食べてたものを食べてみたい！」という方、もしよかったらいかがでしょうか。 

http://yaplog.jp/ff_rewind/archive/114 

131 でもタイヤの溶けといい「フロント浮きそう」って、チョイひとっ走りでどんな走り方してんの?まだお婿入り前の大事な身

体なのに…。 

http://cb1300sb.blog.so-net.ne.jp/2009-05-13-1 
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132 さらさら、しっとりしていて、驚きました。泡もモチモチでいい感じです。ミヨシのそよ風を使っていて襟汚れに不満だった

のですが、溶けと泡立ちがの良さは同じくらい良いです。乾いた後、綿はいつもどおりでしたが、化繊（ストッキングなど）

にはローブの匂いが強く残っていました。でもしばらくしたら匂いは消えていました。 

http://www.live-science.co.jp/store/mt/review/sm/AK001_20.php 

133 お米の中心部まで菌糸が伸び酵素が蓄積した麹はお米の溶けとアルコール醗酵が平行して進み醗酵期間も適正でバランスの

良い味わいの深いコクとキレを兼ね備えた日本酒を醸すことが出来ます。 

http://www.amabuki.co.jp/whatsnew/new468.html 

134 ロウソクが作り出す大冒険：ロウソクの蝋の溶けが作り出すエクスプローラ！！  

http://japontimes.livedoor.biz/archives/34801771.html 

135 融雪剤にもいくつかありますが、散布後の溶けと持続性の良さ、作業効 率から粒状のタイプはお奨めです。日当たりの悪い

法面でもミスト機で撒 布し融雪できるため便利です。 

http://www.ohkawaya.jp/hitorigotoPDF/yamada.pdf 

136 ビールは色の濃さによって淡色、中等色、濃色の三つに区分され、ビールの色の度合いや色調は、使用する麦芽の溶けと焦が

し具合に由来する。 

http://eco.kinomama.jp/lohas/yogo/959/cat94/cat93/post_3076/ 

137 もろみの米の溶けと発酵のバランスを品温経過や理化学分析値（ボーメ、アルコール濃度、酸度、アミ ノ酸度、グルコース

濃度など）、もろみの官能評価などをもとにアドバイスを行う。（１月下旬～２月上旬）  

http://www.mit.pref.miyagi.jp/jouhoushi/N007/n007-3.html 

138 個人的には、オイリッシュなものほど柔らかい気がしますので オイリーなしっとり感が出るものは、石鹸本体が柔らかいと

思われます。 溶けやすいかどうかとは、必ずしも比例しませんので、溶けと硬さは両方載せますね 

http://www.pixy.cx/~panda/NaturalUsapa/tedukurisekken.php 

139 イザベルさんもお持ちですか！なるほど、ゼラチン！子供たちはのんびり食べるので、いつも溶けとの戦いです^^;試してみ

ます〜♩色々情報ありがとうございます 

http://hpplus.jp/lee/clip/2214363/ 

140 最近は、溶けすらも環境のせいにするような情けないブリーダーもいるらしいと聞きますが、溶けと環境の関係はともかく、

色飛びや色ブレを、安易に血統や個体特性などのせいにしてはいけません。 

http://crayfish-study.sakura.ne.jp/by05.html 

141 溶けが止まって発根してました！！  しかもカット部分は堅くなってますねー  あれだけ急速に茎が溶けてたのに・・・・・・ 

https://www.google.co.jp/search?q=%E3%81%94&rlz=1C1NHXL_jaJP709JP709&oq=%E3%81%94&aqs=chrome..69i57j69i61j69i6

5j69i61j0l2.917j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

142 鉛が入っていないため、低鉛の絵具より高い温度の焼成が必要です。 

800℃でも焼成は可能ですが、比較的高温で焼成した方が絵具の溶けとつやが良くなります。 

http://togasha.com/togasha_webcatalog/195_4640.html 

143 ●石けんの溶けのよしあしを決める油の凝固点 

http://www.thunder-red.jp/useful/file/1232450094.html 

144 アサルトクラス 9！この溶けの早さはヤバイ！！ 

https://www.youtube.com/watch?v=kzKcrHx8SAs 

145 あずきバーを 1 位にしたいわけではないですが、「あずきバーとどちらを先に逆さにしたか」の違いな気がしてならないの

で、あずきバーとスイカバーの溶けの強さは、ほぼ同点と言ってよさそうです。 

http://www.excite.co.jp/News/bit/E1500428794292.html?_p=2 

146 ほほえみらくらくキューブは雑誌などで、いいと評判だったので、気になってました。実物を見られたこと、キューブの溶け

の良さを体感できて良かったです。（長野店） 

http://kyoto-aeonmall.com/news/event/1583 

147 フロストシュガーは日新製糖が開発した多孔質で顆粒状の砂糖です。溶けの速い砂糖が欲しいというご要望にお応えし

て開発し、製品化されたものです。 

https://www.nissin-sugar.co.jp/product/frost/ 

148 【テーマ】大判チョコチップクッキーの溶けの改善による生産性の向上、規 格外商品の削減。  

http://www.bourbon.co.jp/company/chinese/img/csr/08.pdf 

149 樹脂切削のバリやカケ、溶けの問題を解消したい 

http://www.inh.co.jp/~uhs/contact.html 

150 A) いくつか理由がありますが、まず、もともとウニの生殖巣の組織が脆い。さらに自己消化が起こり、形が崩れたり、溶

けて流れるような（身崩れ）が起きる。これが溶けの原因ですね。 

また、さらなる溶けの原因としては配偶子形成が関わっています。 

http://blog.livedoor.jp/web247/archives/52472454.html 

151 歯周病菌による歯槽骨の溶け（吸収）と、咬合性外傷 による歯槽骨の溶けの違いは、症状としては、歯槽骨が溶けて歯が揺

れるという、まったく同じ状態ですので、分かりにくいのですが、歯周病菌による歯槽骨の溶けが全体的なのに比べて、咬合

性外傷の歯槽骨の溶けは、数本の歯に限局するという点で、ある程度の区別が可能です。 

http://amanodental.com/badbite.htm 

152 チーズの種類としましては、溶けの良いホワイトチェダーが 50％とミルク風味の味わいのモントレージャックが 50％です。 

http://www.marinfood.co.jp/bazaar/foodcolumn/2010/39.html 

153 

 

●ほほえみらくらくキューブは雑誌などで、いいと評判だったので、気になってました。実物を見られたこと、キューブの溶

けの良さを体感できて良かったです。（長野店） 

http://kyoto-aeonmall.com/news/event/1760/page:2 
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154 氷の溶けの商品検索結果  

http://kitchen.mechakaitai.com/%E6%B0%B7%E3%81%AE%E6%BA%B6%E3%81%91.html 

155 良質な牛乳乳清たんぱく質を酵素分解するとともに、乳糖を含まない、風味と溶けのよさを実現したミルクアレルギーの赤

ちゃんのためのコナミルク、明治ミルフィーHP。 

http://catalog-p.meiji.co.jp/products/baby_mother/milkpowder/040105/1412413.html 

156 一方，最近の 育成品種・系統は麦芽製造工程における蛋白質の「溶け」が進みすぎる傾向があり，麦芽可溶性窒素や コール

バッハ数（可溶性窒素／全窒素×100，以下 KIとする）が高くなりすぎることが問題点として指 摘され，新たな対応が求め

られている。 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/fuyusakumotu4-2.pdf 

157 樹脂切削のバリやカケ、溶けの問題を解消したい 

http://www.inh.co.jp/~uhs/contact.html 

158 ★身体のサイズ=ホエイ 100の摂取量 

★味・溶けの追求 

http://www.toasystem.co.jp/EC/html/products/list.php?category_id=53 

159 口の溶けの良い氷には、 自家製みつが よく合います＼(^o^)／ 

http://www.ochacafe-gtf.com/greenteacommunication46.pdf 

160 できるだけ溶けのいいトイレットペーパーを捜しているのですが、１２ロール２００円以下のものと比べて、やはり高額な

ものは、とけもいいでしょうか。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1027892.html 

161 溶けも気にしない方にオススメするのは  

ダイソーのミニバイク用カバー切って２枚つなぎ。  

銀色のガムテ買って 300円  

切る用のハサミ買っても 400円！  

http://yuzuru.5ch.net/test/read.cgi/bike/1279024594/ 

162 

 

こうしたいい水は、新井の穀倉地帯を潤し、柔らかく食べてもおいしいうえ適度に溶けもする酒造好適米を産出しています。 

http://www.niigata-sake.com/kiminoi/index.htm 

163 こう暖かいと路面の雪の溶けも早いので、きわどい轍などは早く溶けきってほしい限りでございますね。 

http://www.tateshina-tokyu.com/info/today/post-1416.php 

164 ・残り湯は、お風呂場の掃除や、洗濯、洗車、植物への散水に再利用しましょう！ 

・洗濯への再利用は、水道料金の節約にもなりますし、水道水より温度が高いので、洗剤の溶けもよくなります。 

https://www.city.aomori.aomori.jp/suido/oishiimizu-mamoru/dekirukoto.html 

165 ドライアイスの溶けには細心の配慮はしておりますが、配達までの時間・量・気温・道路状況等などの条件でドライアイスの

溶ける量は大きく異なるため、価格は当店の店頭渡し価格とさせて頂きます。 

http://www.effect-g.co.jp/effect/dryice/goods/dry_ice.html 

166 このおいしさで、みんなが金色の笑顔になりますように！※溶けやすい商品です。ご配送はクール便のご指定をお勧め致し

ます。通常便ご利用での溶けによる不良は保証致しかねますのでご注意下さい。  

http://www.yamakosenbei.com/shopdetail/000000000151/ 

167 ※漆器は塗りが剥げる可能性、耐熱性のないガラスは溶けや割れが発生する可能性があります。 

http://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/18813/~/%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8%E8%AA%BF%E7%90%86%E3%

81%A7%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%82%8B%E5%AE%B9%E5%99%A8%E3%80%81%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AE%B9%E5%99

%A8%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82 

168 カップやガラス容器入りのローソクをご使用の際、カップの溶けやガラスの割れ防止のため、マッチ棒等の可燃物をカップ

やガラスに入れないようお願いします。 

http://www.komori-corp.co.jp/knowledge/2013/03/post-8.html 

169 作業時の火花の発生が非常に少なく、対象ワーク材の溶けや焦げも抑制。 

http://www.jappy.biz/pdf/pamph_201203.pdf 

170 劣化による、溶けや固着がなく、長期保管に耐える日本製シリコン 

http://kaikyo.cc/jigrig/ 

171 光量のアップですか？ 

HIDは熱もあるとのことでレンズの溶けやヒビが心配です。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10139916945 

172 お砂糖にも色々と種類がありますが、 

それは、精製方法や精製の度合いの違いによるものです。 

お菓子を作ったりする方は、 

甘みの質の違いをよくご存知でしょう。 

珈琲との相性を考えると、グラニュー糖がいいですね。 

さっぱりした甘さで、溶けも良いです。 

http://webmagazine.gentosha.co.jp/coffee/vol138_coffee.html 

173 イタリアのバールでは、「アイスティー」といえばこのフルーツフレーバーティのことをさします。 

独自の技術で天然果汁と紅茶の香りや味を活かした本格的なお味は、粉末とは思えない完成度で、紅茶に果汁を絞るよりも

おいしい、と各方面から高い評価を得ています。 

水への溶けや透明感にも定評があり、簡単にカフェメニューを充実させるアイテムとして、北イタリアの数々の老舗バール

や高級ホテル、レストランでエッセーレがスタンダードな商品として支持されています。  
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http://www.maruka-grp.co.jp/food_business_esserre.php 

174 注）商品「雪」の特質上、輸送途中に若干の溶けや変質がある場合がございますが 返品・返金はお受けできません 

http://www.hakuba.org/snowman/ 

175 作業時の火花の発生が非常に少なく、対象ワーク材の溶けや焦げも抑制 

http://www.jappy.biz/pdf/pamph_201203.pdf 

176 皮膚保護剤の溶け方やふやけ方が均一でなかったり（左の写真）、皮膚保護剤の溶けやふやけの方向に偏りがある場合（右の

写真）は、面板がきちんと貼れていない可能性があります。 

https://www.almediaweb.jp/stomacare/child/contents/appliances/001.html 

177 穴のピン角部分が、C 面(R 面）取りが設計上不可能な場合は、溶けや割れが発生しやすい。防止する為に、埋栓によ

り溶けや割れの問題は軽減できた。 

http://www.yakiire-netsusyori.com/contents/new_jirei.html 

178 ホエイたんぱくは天然由来の原料ですので、溶けや味に規格の範囲内で差が生じる場合がございます。 

https://www.domeshoppingzone.com/dns/ITEM/D11001110801 

179 ヒラメ・タイなどのボトムフィッシュを誘うシリコン製ネクタイ 

 ＞＞劣化による、溶けや固着がなく、長期保管に耐える日本製シリコン 

http://kaikyo.cc/jigrig/ 

180 やけどや、ラップ包装した食品や容器の溶けや変形にご注意ください。  

http://faq01.mitsubishielectric.co.jp/category/show/356?page=2&sort=sort_adjust_value&sort_order=desc 

181 故にキズやくもり、溶けなど所々全力で見受けられますので（笑）、26 年前のブツを発掘した気分に浸る流れというコ

トで〜#wf2016s 

https://twitter.com/zoomoth/status/756511332938035200 

182 ネジの緩みを防止するための接着剤などは使用しないで下さい。樹脂部が浸され、破損 クラック、表面の溶けなどの原因と

なります。  

製品を放り投げたり落下させたりしないで下さい 

http://www.mamoris.me/_src/sc2864/mamoris_manual_2015.pdf 

183 ２ソフトコードやガスコードでも外観に傷や溶けなどの異常が見られるときは、お取り替えください。 

http://kepco.jp/gas/guide/installation/ 

184 ただし発送方法にゆうパケットをお選び頂いた方は、割れや溶けなどに関しては補償の対象外となりますのでご了承くださ

い。 

http://jim-net.org/choco/faq.php 

185 切断面における欠陥として、粗さ・ノッチ・エグレ・切断面の倒れ・上縁の溶けなどが発生することがある。 これらの不良

発生を防ぐ為、切断鋼板の板厚に見合った切断条件を確保することはもとより、振動のない安定した環境と火口等の器具類

の整備を行なう必要がある。 

https://www.s-iizuka.co.jp/kiri-ita/ 

186 ・秋に入りかけで湿度が高い時期は、茎の溶けなどが起こりやすい 

https://www.hanadonya.com/product/kk-0173.html 

187 しかしながら、従来の粉石けんは、臭いや溶けなどで消費者に十分に受けいれられていなかったのですが、その欠点を克服

した当社の「ハイホーム粉石けん」は、パーム油を原料にし、これらの問題を解決した画期的な商品です。  

https://item.rakuten.co.jp/healthymarche/hiho003/ 

188 上品な印象のジュエルで、多湿環境で育てた株を常湿環境に出すと葉が傷んでしまう為、扱いには注意が必要です。生命力

は強く溶けなどにも強い印象ですので、葉が傷んだ場合でも根気よく育成を進めてほしい品種です。 

https://www.masukojp.com/blank-21 

189 レーザー加工機によるブランク加工においては、ピン角や Cカット加工ではなく、R加工をにて角部を加工すると溶けなどの

不良を防ぐことができます。 

https://www.industrial-precision-sheet-

metal.com/point/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%81%AE%E3%83%94%E3%83%B3%E8%A7%92%E3%

80%81c%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%81r%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%88%86/ 

190 リフロー後の外観検査では，電解コンデ ンサのふくれやコネクタの樹脂部分の溶けなどの不具 合の発生はなかった。こ 

http://www.irii.jp/randd/theme/h24/pdf/study010.pdf 

191 また極端に高温の場所での保管はお避けください。溶けなどの原因となります。 

http://outdooruv.com/qa.html 

192 商品の状態が著しく異なる場合（配送中の衝撃による割れ、つぶれなどの破損、温度変化による溶けなど） 

カビや不純物の混入が見られる場合 

http://lechantier.net/order/index.html 

193 塗装面にマークセッターを使う場合は、溶けなどに注意。適量を使うことが大事かも。 

https://www.hiqparts.net/2014/05/08/%E3%83%94%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E8%BF%B7%E5%BD%A9%E3%83%87%E3%82%AB%E

3%83%BC%E3%83%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BE%8B-%E3%82%BC%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB-

ne/ 

194 のような場合、水の出口側では溶存酸素が不足することで嫌気性細菌の温床となり、アロワナの鱗の欠けや鰭の溶けなどＰ

Ｈの降下と共に発生しやすくなります。 

http://www.the-shine.jp/aquagoods.html 

195 ソフトコード・ガスコードの外管に傷や溶けなどの異常が見られるとき、ガス機器を買い替えるときにお取替えください。 

http://www.gas.or.jp/anzen/kisochishiki/osusume/ 
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196 食品に関しましては、保冷剤をお着けして配送とさせていただきますが、溶けなどの心配で冷蔵商品としての配送になると

別途料金が発生する可能性があるのでご了承ください。 

https://fril.jp/shop/e2f4ba16ab2b950aa84e44c07210fe07 

197 品の特性上、お客様都合での返品は受け付けておりません。ご容赦下さい。 

また、溶けなどの不良品交換は商品到着日より 2日以内にご連絡を戴いたものに限らせて頂きます。 

それを過ぎますと、返品、交換のご要望はお受けできなくなりますので、ご了承ください。 

http://kyokaika.com/dealings.html 

198 これはハケ付きで使いやすく、乾燥もわりかし早いし、少なくともうちのデカール類ではインクの溶けなどはありませんで

した。 

http://hiqparts.main.jp/blog/?p=1238 

199 逆に裏の部分になると生地の溶けなどは少ないけれど、その分補修であてがった生地の動きがそのまま見えるので、複雑な

パッチワークを施したような状態が愉しめる。 

http://blog.circleofcircus.com/?eid=715 

200 コネクターやギボシもチェック項目。古くなると変色や焦げ、溶けなども。一見大丈夫そうでも、なかで断線していることも

あるのでしっかりと確認したい部分だ 

http://www.kawasaki1ban.com/special/18892 

201 使用中に高温の発熱、発火、爆発、外装の溶けなどが報告されており、最も危険です。 

http://www.usendream.com/921 

202 結構火力強めでやりましたが、換気扇部など全く熱による溶けなどもなくいい感じにできました。 

https://www.youtube.com/watch?v=uMLmJW0zm_Y 

203 切手の状態により価格は大幅に上下してしまうため、湿気や汚れ、そして裏糊の溶けなどに気を配り丁寧に保管しておくこ

とをオススメします。 

http://stampkaitori.net/kinen_stamp/yuuseikinen.php 

204 PCX には被せないですが、カワサキのリッターバイクには YAMAHA のカバーを被せています。 

サイズも種類も豊富で、めくれや溶けなどは今までありません。被せて前後の紐を引っ張るだけです。 

多分一番安いグレードだと思います。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000097113/SortID=20018072/ 

205 海外生産のため、多少の汚れやシリコンの溶けなどがある場合もございます。 

出来上がりパーツに支障がない部分の難はご容赦ください。 

https://minne.com/items/8814019 

206 ウイスキー類などの蒸留酒のなごりからか、ロックや水割りではガラス製が良く使われていますが、氷の溶けなどを考えた

場合も、陶器製のものが最後まで美味しくいただけたりします。 

http://www.netchimney.com/item/3.html 

207 コードの長さやスティックの溶けなど、かゆいところに手が届かない部分もありますが十分使える範囲です！ 

https://www.apamanshop.com/column/post-13708/ 

208 逆に裏の部分になると生地の溶けなどは少ないけれど、その分補修であてがった生地の動きがそのまま見えるので、複雑な

パッチワークを施したような状態が愉しめる。 

http://blog.circleofcircus.com/?eid=715 

209 切手の状態により価格は大幅に上下してしまうため、湿気や汚れ、そして裏糊の溶けなどに気を配り丁寧に保管しておくこ

とをオススメします。 

http://stampkaitori.net/kinen_stamp/yuuseikinen.php 

210 塗装面にマークセッターを使う場合は、溶けなどに注意。 

https://www.hiqparts.net/2014/05/08/%E3%83%94%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%AB%E8%BF%B7%E5%BD%A9%E3%83%87%E3%82%AB%E

3%83%BC%E3%83%AB%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BE%8B-%E3%82%BC%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB-

ne/ 

211 海外生産のため、多少の汚れやシリコンの溶けなどがある場合もございます。 

http://collage-net.shop-pro.jp/?pid=116074196 

212 商品の特性上、お客様都合での返品は受け付けておりません。ご容赦下さい。 

また、溶けなどの不良品交換は商品到着日より 2日以内にご連絡を戴いたものに限らせて頂きます。 

http://kyokaika.com/dealings.html 

213 生命力は強く溶けなどにも強い印象ですので、葉が傷んだ場合でも根気よく育成を進めてほしい品種です。 

https://www.masukojp.com/blank-21 

214 エキパイに錆びの出始め、テールカウル取り付け不良、タイヤの一部分に溶けなどありますが、 ホイールリムやエンジンブ

レーキディスクなど劣化の出やすい細部まで含めて綺麗。  

https://www.bike-passion.net/kaitori-ninja1000abs.htm 

215 どうしても経年に伴うヤケ・裏糊の溶けなどはあるものの全種揃ったコレクションは極めて稀！ お客様も驚かれるほどの高

額査定でご案内させていただきました。 

http://www.fuku-chan.biz/kitte/ 

216 配送途中の商品破損やアイスの溶けなど、配送中に事故がありましたら翌日までに当店にご連絡ください。良品と交換させ

ていただきます。その際問題のあった商品は廃棄せず冷凍保管をお願いします。 

https://www.nomimon.net/GOODSDETAIL-317 

217 小汚れある物もありますが欠けや溶けなどのダメージはありません 

https://www.mbok.jp/item/item_499177159.html 
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218 車両からのパーツ取り外し、及び分解、洗浄は別途お見積りとなります、 

ブレーキパーツ等～オイルシールなどのゴムパーツは 

２００度近い温度にて、特殊オーブンにて焼き付けを行う都合上 

完全に取り外した状態での施工受付となります、 

施工後の内部及びパーツの溶けなどの責任は負いかねますので 

お客様にてよくご確認頂いた上でのご依頼をお願い申し上げます。 

http://aokiringyo.web.fc2.com/sp1/service.html 

219 ただしヒレの避けや溶けなどは病気ではなくストレスや栄養失調の場合が多々あります。  

この場合はストレスのない環境にし、よく食べることで治ります。  

https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/aquarium/1506402613/ 

220 ・商品を破棄された場合 （食品の崩れ・溶けなど現物保存のままご連絡下さい） 

・お客様が一度ご使用になられた商品（食品は除きます） 

https://www.rakuten.ne.jp/gold/sanjinomori/q&a/ 

221 送風機の送風量の確保 送風量が少なくなると、缶体との熱交換が妨げられるだけでなく、ハウス内 の温度ムラやダクトの

溶けなどのトラブルも増加する。 

https://www.pref.nagasaki.jp/e-nourin/content/seisansya/kosuto/H25/4.pdf 

222 リアウインドーの変形やホイールの溶けなどがやや見苦しいですが､プロポーションはしっかりしているので､この車の引き

締まったスタイルが分かっていただけると思いますが｡ 

http://minicarmuseum.com/historic/era_all.php?page=23&id=19&dm=pc&era=pos 

223 ※サッカー・バスケなどの化繊のユニフォームには、熱いお湯は絶対使わないこと。ちぢみ・よれ・ネーム部分の溶けなどの

原因になります。 

http://sekkenvillage.jugem.jp/?cid=1 

224 よくあるヘラ状ではなく、線状の葉である。 

増えたら面白そう。……増えるのか？ まあ、増えるでしょう。 

海外から来ましたが、着状態は良好でした。溶けなども全く無く。 

http://adari.exblog.jp/16652052/ 

225 アクア・30プリウス後期などの純正で装着されている PCポリカーボネイト製フォグランプ灯具に、ハロゲンバルブやＨＩＤ

(25〜55W)などを装着した場合に熱などで白濁や溶けなどの症状が起きやすくなります。 

http://www.light-bro.com/product/331 

226 福田さん 

いつも有難うございます。 

同じ症状という事は同じ原因という事も十分考えられますね。 

しかも一度も交換したことがなければ熱による焼けや溶けなども考えられますから。 

http://www.mid-land.jp/?p=8886 

227 肥料の追加や二酸化炭素(Co2)の添加を行つたほうがやはり美しく育ってくれるでしょう。色の変化や溶けなどは、水質管理

など、ほとんど人為的な要因であることが多く、一度水中葉に移行してからも大量の換水や水槽の大掃除などの環境の急変

には注意しましょう。 

http://eightmillion.net/2009/01/post-57.html 

228 純正ハロゲンライトから HIDはよくありますが、今回はレンズの溶けなどの心配から解消する LEDに交換です 

http://weed.naganoblog.jp/c22313_7.html 

229 プレイに支障がでるようなリール部パネルなどに大きなキズ・溶けなどがある場合はワケあり対象品です。 

http://www.big-slot.com/help/overhaul2/ 

230 今シーズン初のアカミミ！いつもよりちょっと早いかな？しかもいつもよりも１回り位小さめな雰囲気で、もしかしたら産

地が違うのかも！？着状態はバッチリで、皮膚の溶けなどはもちろんありません！ 

http://pumilio.cocolog-nifty.com/blog/2014/07/post-cc9a.html 

231 今使ってますが、現在のところ溶けなどの不具合起きていません。良好です♪  

http://girlschannel.net/topics/410046/ 

232 小町ちゃんのところは、もうノミマダニを心配しないといけないのですね。 

こちら、まだ雪が残っているので溶けから対策しなくてはならないかなぁと思ってます。 

https://ameblo.jp/nagihiropapa/entry-12261537977.html 

233 おかげでキャンドルたちが色あせや溶けから免れ、天窓の真下のため天然のライティングありでした。  

http://arbrecandle.jugem.jp/?eid=156 

234 芝麻のミルキーなコクと甘さが前面に出た、優しい味わい。 

肉味噌の溶けからどんどんコクが増して、途中で辣油を投入してみると一気にパンチが出ます。 

http://kokou2015.blog.fc2.com/blog-entry-572.html 

235 私の使用方法は何ら問題なく、取り付け部品も全部取り付け済みの状態での出来事です。 実際に水が漏れている部分も、細

い配管の部分ようで、結露とその氷の溶けから起こるようです。 

http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?searchword=%94z%8A%C7&bbstabno=2&topcategorycd=16&categorycd=2120 

236 さらに、気温が例年よりも暖かかったものだから、造り上げた雪像を雨や溶けから守るのもこれまた一苦労だったようだ。 

http://youngecon.com/tokamachi-josetsutai/ 

237 もとは、他のガガイモを購入した際のオマケとして長いのを１本頂いたものです。それが、溶けからの瀕死の試練を乗り越

えて、数年でようやくここまで増えました。 

http://www.ciao-mahoroba.com/entry/2016/07/07/174327 
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238  繊細なかき氷、それも大き目 それをサーブミス 

１つ向こうの席へ持って行き、それを置いて説明後…間違いに気が付き、私のところへきた時には、すでに溶け始めている。 

一口二口で溶けからの崩壊 気温が高いから、余計に悔しい。 

http://imgrid.net/tag/%E3%81%BE%E3%81%9F%E4%B9%97%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%82%8B/ 

239 ステーターコイルの故障の場合, コネクタが溶けていることがあるらしい. 

webmasterの場合も, コネクタの溶けからステーターコイルの異常が発覚した. 

http://balius.s248.xrea.com/bike/balius_statorcoil.html 

240 水晶が成長し、いったん溶け、再び環境が変わって溶けから成長に転じた、そんな大逆転な痕跡を残していう水晶ではある

まいか。 

http://voidmark.blog33.fc2.com/category11-27.html 

241 溶けの発覚・植付け直しから 1週間、溶けは止まってくれませんでした。 

ミズゴケに挿した株、折れ倒れはしないものの、なんとなく緩い感じ。嫌な予感で掘り返してみたら案の条… 

http://aquaraceae.exblog.jp/17163172/ 

242 つまり歯周病菌による歯槽骨の溶けは、菌はお口の中全体にありますので、歯槽骨の溶けも全体的に起こる傾向にあります。 

http://www.orion-shiodome.com/2015/05/%E5%92%AC%E5%90%88%E6%80%A7%E5%A4%96%E5%82%B7%E3%81%A8%E3%81%AF/ 

243 また、850℃で焼付けた試料 では、フリットの溶けは更に良好となった。 

https://www.kptc.jp/mtc/wp-content/uploads/29-13.pdf 

244 クレープ部分のところを縦半分に切って子供二人に渡しましたが、即効ぱくついたせいかそんなに溶けは気にならなかった

です。 

http://www.buzzlife.jp/bbs/thread/alias/morinaga_crepe/id/26130?page=6 

245 温水を使うので、石けんの溶けはよく、ほぼ完全に溶かすことができます。 

http://sekken-life.com/life/soap_cool.htm 

246 生殖巣をミョウバン液に浸すと、組織が引き締まって卵や精子が滲み出す量が少なくなり、溶けは緩和されます。 

http://blog.livedoor.jp/web247/archives/52472454.html 

247 常は上縁の溶けは忌避されるが，切断面がフリーエッジ になる場合には，この溶けを意図的に生じさせることで， 切断面

の上縁に IMO/PSPC に適合したエッジ処理を施す ことができると考えられる． 

http://www.jstra.jp/html/PDF/JASNAOE_proc_09_1_NCWG.pdf 

248 プロテインそのものについての印象ですが、まず、溶けはそんなに良くありません。 

http://musclearuaru.blog.jp/archives/9254136.html 

249 それから、自己消化による溶けもミョウバンで制御できます。 

http://blog.livedoor.jp/web247/archives/52472454.html 

250 一般的にオーバーランが低すぎると、ソフトクリームは重くなり、風味がくどく、口のなかでの溶けも悪く、組織も粗く硬い

ものとなります。 

http://www.softcream.org/qa_folder/qa-1.html 

251 泡立ちが少なく、溶けも非常に良くて飲んでいる最中にダマが入ってくるといったストレスは感じませんでした。 

http://i-merchant.net/2017/05/02/myprotein-chocolate-brownie/ 

252 とある木の灰をベースにした釉薬の溶けもイマイチ。出直してきます…。 

https://twitter.com/kobo_umuki/status/824244220198141953 

253 これはやらないと駄目ですね 残り湯が少しでも温かければ粉末洗剤の溶けもいいですしね 家計も助かります 

http://www.eco.misawa.co.jp/minna_honne/index.php?pageno=75&apl_theme=7 

254 しかし、ミズタマカビの場合、胞子嚢壁は溶けも裂けもしない。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%93 

255 冷たさが長持ちし、溶けにくいんです！ 

（ まぁさすがに炎天下では溶けも早いと思いますが・・<丶´Д｀>笑 ） 

http://nanago.link/714.html 

256 僕なんていくら塩をふってもどこも溶けもなくなりもしない。 

http://ncode.syosetu.com/n7403bv/ 

257 正直、現行のビーレジェンドプロテインと比較すると味も泡立ちも溶けもイマイチです。  

http://belegend.jp/genmatsu/ 

258 ガルバノ式レーザーの使用で、切断面の溶けも極力軽減しています。 

http://kakounet.com/lasermarking/index.html 

259 固形石けん同様に泡立ちが良く、従来の紙石けんと比べ、溶けも良く素材が肌に残りません。 

http://www.moonhill.jp/film/skin4/ 

260 でもこの溶けこそが、クリプトコリネ最大の特徴と言っても過言ではありません。 

http://roots-aquatic.blogspot.com/2016/05/part4-1.html 

261 この株の種は戴いたモノ。溶けこそ回避したけど全く成長しなくて何度も捨てようと思いましたが今年に入ってから突然動

きだしドンドン大きくなって今このサイズ（汗） 

http://blog.livedoor.jp/yoshidaengeibu/archives/1482517.html 

262 コネクターと電球を包んでるプラスチックの部分が当たっての溶けだと思います。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1461735269 

263 もう５月も半ばでしょ？ 

これから心配なのは食中毒と、チョコレートの溶けだよねー！ 

https://ameblo.jp/hanauta-shuty/theme-10088107349.html 
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264 乾燥とエッジの溶けだと感じています。 

https://okwave.jp/qa/q8241501.html 

265 エンジンの周りがブローバイで汚れていたら、 

インマニの下のバキュームエルボーの溶けだと思います。 

http://hide240.sakura.ne.jp/cgi-bin/ff-jpg/65185841.cgi?page=850 

266 既製品しか使ったことないですが、溶けはないです。ゲーム中動くので、服や装備でこすれて日焼け後のようにザラザラ剥

がれる時はあります。 

http://ykpd.militaryblog.jp/e769186.html 

267 カマンベールが入ってるみたいだし普通のスライスチーズより若干溶けは良いかもしれませんね。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5616516.html 

268 温水を使うので、石けんの溶けはよく、ほぼ完全に溶かすことができます。洗濯機に入れた状態では、(2)より溶け残りは少

ない結果でした。 

http://sekken-life.com/life/soap_cool.htm 

269 液体せっけんシャンプーよりはいいけど、溶けは早くはないけれど小さいし溶けたらドロドロで使えなくなるし匂いも残ら

ないし・・・面白くない。 

http://www.cosme.net/product/product_id/10087878/review/505580531 

270 溶けは少々あるものの、パワーの強さが自慢 

https://my-best.com/3213 

271 配送中のさらなる割れや溶けは保証できません。プチプチはなしでの発送です！ 

https://rakuma.rakuten.co.jp/item/f1081065031025278342 

272 泡立ちが少し多いです。溶けはよく、サッパリとした味わいになっているのでグイグイ飲めます。 

http://www.proteinhikaku.com/index2.html?utm_expid=138380389-12.4NUUv26bTFK6sdVzH-

33Fg.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.vn%2F 

273 値段設定をもう少しお得にしてもらうとリピートしやすいです。粉の溶けはいいし、味もよい。  

http://www.askul.co.jp/p/2758732/ 

274 水温が変わる、水質が変わる、光が変わる、どういった変化でも溶けは起こります。 

おまけに難種のクリプトになると気分が変わっただけでも溶けるみたいです・・ 

http://www.yoshiwo.jp/questionb/q0411.html 

275 ティラミス味同様溶けは悪め。だが旨い。 

http://aizuyusuke.com/archives/20274112.html 

 

276 

持ち帰りも出来ます。 

私の場合はすぐ飲んでしまうので、溶けはよく分かりませんが…。 

http://www.toku-chi.com/pages/bbs/topic_detail.htm?id=635891&listCount=20&page=1 

277 ず水洗トイレに関してですが、この製品、溶けはするのでしょうが、水洗トイレに塊で流したら詰まるようにしか思えませ

ん。実際に粒を水に漬けてみても、ふやけはするものの、溶けはしません。 

http://www.cainz.com/shop/g/g4549509077329/ 

278 これもハーネスに若干溶けはありますが、使用上問題なさそうなので、カプラーのみ交換します。 

https://imp.webike.net/diary/43933/ 

279 ﾌｭｰｽﾞ BOXの接点不良、基盤の溶けも発見されましたので処置を致しました。 

http://www.lacorsa.jp/cgi_bin/topics/topics.cgi?page=130 

280 旬のマダラ白子を特価でご提供します。溶けも少なく良好です。 

https://inaseri.net/cat_10/sub_5 

281 パルセーターにかけると直接水流が粉末洗剤にかかるので、溶けも良いかと思います。 

AW-60を使っていて、その様にして溶け残りになった事は無いです。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/21108010433/SortID=6065690/ 

282 溶けも良く、泡立ちも少ないので飲みやすいプロテインです。 

https://www.kenko.com/product/brand/bra_68501.html 

283 嫌な匂いも無く、溶けも良いです。安くなった時に、まとめ買いしています。 

https://www.dhc.co.jp/goods/commentview.jsp?goods_code=32203 

284 二酸化塩素発生錠剤 

旧製品の二酸化塩素錠剤にくらべて濃度が倍になり溶けも早く、泡も出ません！ 

http://saibu-

n.co.jp/goods/product/%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%B3%EF%BD%

93%EF%BD%94 

 

285 

つまり歯周病菌による歯槽骨の溶けは、菌はお口の中全体にありますので、歯槽骨の溶けも全体的に起こる傾向にあります。 

http://amanodental.com/badbite.htm 

286 もちろん、お風呂の残り湯を使うのも良いです。初回の洗濯だけでも、残り湯を使うと（お湯が暖かい状態なら）洗剤の溶け

も良いです。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2012/1113/554012.htm 

287 細かいパウダーで溶けもよく味もナチュラルで飲みやすいです。健康診断の数値は！抜群に良い結果で満足です。 

http://hbizyashi.hatenablog.jp/entry/2017/11/08/040030 

288 癖がなく、溶けもはやいので、使いやすいです。 

42才ですが、32才くらいに見えると言われました。お世辞かな？ 
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http://www.3838.com/kenko/item/28162/review/ 

289 固いバターがぬるぬる削れる快感は使ってみないとわからないかもしれません。 

ここまで細く削れたらバターの溶けも早いです。 

https://www.hotpepper.jp/mesitsu/entry/atsushi-hakuo/1604041 

290 むしろ、残り湯は水道水よりも温度が高いため、洗剤の溶けも良く、汚れ落ちも良くなるといわれています。 

https://services.osakagas.co.jp/portalc/contents-2/pc/ecowaza/ecowaza09.html 

291 皆様のご助言のお陰で目的地に着いた時点での保冷剤の溶けもなく、大量の冷凍食品や冷凍エビを買い 無事に持ち帰ること

が出来ました。 

https://bbs.costcotuu.com/question/1051906 

292 普通のケカビ類では、胞子嚢はその壁が溶けるか、あるいは裂けることで内部の胞子が外に出るしくみである。しかし、ミズ

タマカビの場合、胞子嚢壁は溶けも裂けもしない。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%AB%E3%83%93 

293 逆に温水の場合（ベストは４０℃前後、５０℃以上の高温では酵素の働きを弱くします。）は溶けも良くなるうえに、温水そ

のものが洗浄力を持つのでバジャン使用量も減らすことができて経済的です。 

http://www.a-soken.com/item-dairygoods/NO-170001.html 

294 豊かな香りが、バスタイムを更なるリラックスタイムに導きます。粒が細かくパウダー状に近いバスソルトは溶けもよく、

お風呂でリラックスしたいときにおすすめです。 

http://www.ec-nol.jp/i/obtlo05 

295 味付けをせずに、泡立ちや溶けも考慮しなければ、コストは下げることが可能だと気付いたのです。  

http://belegend.jp/genmatsu/ 

296 固形石けん同様に泡立ちが良く、従来の紙石けんと比べ、溶けも良く素材が肌に残りません。 

http://www.moonhill.jp/film/skin4/ 

297 サランラップに書けるペンがついに発売、レンチンしても臭いも溶けもしない模様 

 http://matomeinfoseikatu.blog.jp/archives/47951739.html 

298 ■【topics】アメリカ産フォアグラ入荷開始 

１年以上ストップしているフランスに加え、ハンガリー、ブルガリア、ついにスペインも停止となり 

アメリカ産のフォアグラを入荷開始します。 

Aクラスは、溶けも少なく絶品。ぜひお試しください。 

http://www.bonappetit-net.com/topics.html 

299 思いのほか上手くできた。フィルムの溶けもまあ問題無し。 

導体部分にハンダがよく乗ったので、案外簡単にできた。 

http://hnagap.html.xdomain.jp/PC_07/page04.htm 

300 母が飲んでいるので、便乗しています。 

正直ちょっと飲みにくいかな。 

粉っぽい気がする。 

溶けも悪いし。 

味は青汁ですよ。 

苦みとかは無いですが、いかんせん粉っぽすぎる。 

http://www.cosme.net/product/product_id/2902568/review/308013831 

301 このポテトチップチョコレートが好きだという親戚に送りました。手土産にするにはかさばる＆割れ・溶けも気にしなけれ

ばならず運ぶのが大変なので、オンラインショップから直接送れてとても便利です。 

https://www.royce.com/goods/detail/?o_no=8400 

302 すでに実践されている人も多いと思いますが、まずは洗濯で再利用しましょう。洗濯の水にお風呂の残り湯を使うと、水道

代の節約になるのはもちろんのこと、水道水よりも温度が高いため洗剤の溶けもよく、汚れ落ちもずいぶんと違ってきます。 

http://www.town.otofuke.hokkaido.jp/life/mainichi-seikatu/zyougesuidou/jougesui_suido_sessui.html 

303 

 

ガルバノ式レーザーの使用で、切断面の溶けも極力軽減しています。 

http://kakounet.com/lasermarking/index.html 

304 貴 方 様 の 運 命 は 富 士 山 の 頭 に 冠 り し 雪 、 な か な か 溶 け な い が 、 温 度 に 合 わ せ て 溶 け も し よ う 。  

http://www.spirit-

oasis.net/index.php?%E4%B8%8D%E9%81%8B%E3%82%92%E6%99%B4%E3%82%89%E3%81%99%E5%BF%83%E3%81%AE%E3%82%80%E3%81%91

%E6%96%B9 

305 肉は平田牧場三元豚。断面は肉汁がしっとりとにじみ出て美しい。食べればほの甘い味わいがあり、脂の溶けもいい。 

http://makimotosyokudo.blog.fc2.com/blog-entry-692.html 

306 「開けた瞬間から香りがとーっても良くて、じっくりバスタイムにぴったり。サーッと溶けも良く、淡いグリーンの広がる

湯船を見るだけで嬉しく♪またじっくり使って、疲れも心も癒されるんです。 

https://i-voce.jp/feed/5672/ 

307 また、牛乳由来の‘ホエイたんぱく’を使用し、溶けもよく美味しく飲んで頂けます。 

https://sportschiebukuro.sportsauthority.co.jp/category/detail/question:52 

308 ホシザキ給茶機、東芝給茶機、富士電機給茶機と買い替えて思いますが、今の給茶機が一番掃除もしやすいし故障もないの

で気に入ってます。お茶の溶けもよくなって、給茶機メーカーさんと粉末茶との相性もあるのですね 

http://www.funmatsu-cha.com/info/voice.html 

309 

 

今の所、大量のカビはでてこず、溶けもよく、石鹸カスもつかず、ストレスなく洗濯しています。  

http://tomaugakirayo.hateblo.jp/entry/2017/01/22/222047 
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310 他方コネクターメーカー（品証部）の話では半田ごての温度は金メッキが溶ける温度ではなく、万一溶けも微量なので強度

的に問題がないとの回答です。（JAE、HIROSE等のメーカーも同じ回答あり） 

http://www.jwes.or.jp/forum/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=629 

311 

 

保冷効果のあるダブルウォール(二重構造)のステンレス製ミキシンググラスです。 

ミキシンググラス外側に結露がつきにくく、また、保冷効果によりステアする際の氷の溶けも最小限に抑えられます。 

http://www.bar-times-store.com/products/detail1342.html 

312 チョコ味を購入しました。 

甘くてとても美味しく、飽きません! 

シェイクして飲んでいますが、溶けもいいし、 

成分的にも満足してます。 

https://osakadou.cool/product_reviews/rgr/OS00306 
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42．「届き」に関する用例 

番号 用例 

1 メールの届きが遅い 午前中のメールが夜になる  

どうしたら良いのか 

http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/1603240080 

2 メールの届きがすごく悪いです。毎回ではありませんが 相手が発信してから 1時間～3時間後に 着信することがあります 

http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/1301140025 

3 このごろメールの届きがとても遅いです。オンラインゲームの仮登録の確認メールとかが遅くて遅くて・・・ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1291198502 

4 数メートルしか離れていない場合でも、壁に障害物があると迂回するため、電波の届きが悪くなってしまいます。 

http://www.wifi-lesson.net/wifitrouble.html 

5 メールの届きが遅れ気味なことってありますよね？？ 

http://lineq.jp/q/45139586 

6 WiFiの電波が家なのに届きが悪いです。 どぉしたらよいですか？ 

http://lineq.jp/q/6967275 

7 ワイヤレス子機との電波の届きが良い 

http://review.kakaku.com/review/K0000321748/ReviewCD=602297/ 

8 リバ探の、エンジニアさんへの届きが顕著だったのが照明さん。 

https://twitter.com/tn0aaa/status/706114520272384004 

9 今回は電波の届きがより良くなった新しいルーターのレビューです。 

http://www.iodata.jp/ssp/magazine/41/index.htm 

10 スマートフォン、携帯電話、または パソコンの電波の届きが悪い。 

https://www.maspro.co.jp/products/security/hs3/pdf/hs3lc2_o_p52_54.pdf 

11 ［海外との初交信達成］ １６０ｍバンドは夏場は届きが悪くオフシーズンである。島さんは半ばあきらめながらも、毎晩オン

エアを繰り返した。 

https://www.icom.co.jp/beacon/backnumber/ham_life/shima/018.html 

12 以前の自宅の環境の物理的な配置の都合で、1 階に設置していた Wi-Fi ルータの電波の届きが悪く、有線で繋ごうにもかなり

遠回りで配線する必要があり、結局 2 階に中継器を設置、その配下にもう一つ Wi-Fi ルータをブリッジモードで接続して、宅

内ネットワークを構築している。 

http://highmount.hatenablog.jp/entry/2016/05/08/230352 

13 アプリや動画などをダウンロード・起動するときは、特に電池を消耗するものです。電波の届きが悪く、やっと受信できて、

利用できると思ったら、いつの間にかスマートフォンの電池が切れる寸前にまで減っていた！そうなってしまえば、インター

ネットどころではありません。 

http://joho-rettou.com/wimax/ 

14 電波の届きが良い 

https://www.amazon.co.jp/gp/aw/cr/rR2G8NGMUOWXSK3 

15 Wi-Fiの電波の届きが悪いので Wi-Fiルーターを買い換えたんです。 

通信速度が早くて、遠くまで届いて、安いもの！ http://akapeso.info/archives/20160624/1058737642.html 

16 オーディオの遅延やパフォーマンスの低下が起きます。 

もしくは電波の届きがあまりよくありません。 

http://quixun-p.co.jp/support/ezr601pca.html 

17 それはほとんど WiMAXのおかげです。 

ただ一つ難点をあげるとすれば、少し屋内や地下での電波の届きが悪いところでしょうか？ 

http://www.toyosyoji.net/ 

18 ・機器収納 BOX付近に設置すると情報機器が 1カ所に集まります。 

・無線機器（2G用 D-ONU）を収納 BOX内にいれると電波の届きが悪くなることがあります。 

http://www.t-catv.co.jp/catv/construction/?t=2 

19 もう一つの方法としては、アイフォンを購入時に、アイクラウドのアドレスも一つもらえます。 

こちらのアドレスのほうが、多少届きがよくなります。 

http://ameblo.jp/ivia-mugen/entry-12146542007.html 

20 私は仕事の合間を見つけて、郵便局へ行っていました。家にくる郵便物をすべて局留めにしていました。最

初のうちはなんとか乗り切れましたが、あまりにも郵便の届きが不自然に思った妻が、郵便局に問い合わ

せ、局留めが発覚しました。これが、すべてのきっかけでした。  

http://cashingacademy.com/r0029/ 

21 この場合通話料が掛かったり、電波の届きが悪い、交互に通話する必要がある等、スムーズなコミュニケーションが取れない

ことも出てきます。 

http://www.tips-net.jp/html/voip.html 

22 以前、禁煙促進のシンポジウムのようなものがテレビでやっており、そこで 

 「タバコは声に影響が出る。声の届きが悪くなってしまう」 

という事が話されていました。 

http://okwave.jp/qa/q744386.html 

23 日立もアイリスと同じくホースをふとんに入れるタイプですが、なんといってもそのホースの先が八方に分岐していて見た目

にも温風の届きがよさそうです。 
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https://kanasys.com/essay/586 

24 明日 14日から代表 山川はバリです。山川へご用の方はメールやラインの届きが悪い場合もございます ので 

http://addict77.com/blog/ 

25 ちなみに個人の自宅などで電波の届きが悪い時にはこのフェムトセルを貸してもらえるようです。 

http://netaudeioz983.hateblo.jp/entry/2014/08/31/052518 

26 電波の届きが良い 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造の建物の 1Fの部屋に呼び出しﾎﾞﾀﾝ､3Fの部屋に受信機を置きしっかり電波が届き満足です｡ 

https://www.amazon.co.jp/gp/aw/cr/rR2G8NGMUOWXSK3 

27 

 

ヨーグルトを食べる時は、起床直後に水を一杯飲んだ後にヨーグルトを食べてください。 

ビフィズス菌の届きが良くなります！ 

https://4meee.com/articles/view/51011 

28 以来、山が多く電波の届きが悪い地形の日本では、各地で再送信を目的とした共同受信施設が誕生してきました。 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/2010cabletv/pdf/060630_2_5_4.pdf 

29 充血を改善するために目薬を使うと、血管が収縮して一時的に良くはなりますが、収縮したことで、さらに酸素や栄養の届き

が悪くなり、また血管が伸びる、と言う悪循環に陥ります。 

http://www.ikec.jp/keitai/column99.html 

30 [インターネット接続] 無料 

[補足] ※無線 LANは電波の届きが悪いことがあります。 

※和室のお部屋はネット利用ができません 

http://www.jalan.net/yad347510/ 

31 OCNに問い合わせてみましたが、特に心当たりは無い・・といった返答でした。 

もう少し様子を見てみる事にします・・この頃は届きが良くなってきたように（笑）感じますので。 

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1379217.html 

32  ただ、高層コンドミニアムの様な鉄骨の建物ですと、若干電波の届きが悪いようですね。 

http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Momiji/9699/step03.htm 

33 私が以前住んでいた部屋は電波の届きが悪く、ネットにはかろうじて接続できるのですが、通話は途切れてしまうことがよく

ありました。 

http://www.solfinland.org/other/126.html 

34  だがネットで調べると、前立腺は抗生剤の届きが悪く、医師の判断により二ヶ月以上処方する事もあるらしいじゃないか。 

http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/body/1453632714/94 

35 尚弥さんのジャブはこの日も届きが良くて鋭さにも更に磨きがかかってて、 早くも２Rにはペッチバンボーンの顔面を赤くし

てたんだよね。 

http://murakida-box.cocolog-nifty.com/blog/2016/09/post-4435.html 

36 WiMAXは電波の波の特性上、建物の中の奥のほうでは電波の届きが弱いという弱点があります。 

http://1for73.com/wimax/252/ 

37 また、電波の届きが、悪いようであれば、「外部アンテナ」を取り付ける方法もあります。「WDS」で無線 LANを構築するのがよ

いのか、家の事情を考えた上で検討する必要があります。 

http://net-juku.org/tcpip1/tcpip162.html 

38 どちらにも一長一短あるのだが、電波の届きが悪い場合は反射や干渉も含めてアンテナの向きが悪い場合がある。 

http://news.livedoor.com/article/detail/10915251/ 

39 アリーナは 物資の届きがよかったんだって。毛布とか 食べ物とか・・・。あと新聞とか。困って る人の裏で頑張ってくれて

る人がいるって 事だよね。 

http://www.ywca.or.jp/pdf/201206294.pdf 

40 私が以前住んでいた部屋は電波の届きが悪く、ネットにはかろうじて接続できるのですが、通話は途切れてしまうことがよく

ありました。 

http://www.solfinland.org/other/126.html 

41 外出先のカフェでも場所に寄っては電波の届きが悪くてなかなか視聴できないこともあるからです。 

https://xn--wifi-pm4c4d9a7lt837ao6r.com/?p=150 

42 この建物の奥の方は携帯の電波の届きが悪いのですが(SoftBankは圏外、ドコモも電波状態はよくない)、そこで b-mobile U300 

SIMを挿した IDEOSが甲斐大和病を頻発。 

http://d.hatena.ne.jp/sgrmatha/20110108/1294491619 

43 今まで wimaxを利用したことがあるが、 

自宅ではあまり wimaxの届きがよくない、 

http://mbwifirouter.com/wimax/au4glte7gatumatu.html 

44 用途としては、「小型で軽い」、「免許がいらない業務用」、「電波の届きがよい」、「広域利用が可能」、などのポイントから選ぶ

ことができます。 

http://business-improve.net/jirei/jyouhou-kyouyu/ 

45 電波の届きが悪く、データが欠損したり、近くに置いて定期的にパソコンにつないでいる方も多いかと思います。 

http://eco.infomix758.co.jp/SvcForHOME/hack_index.html 

46 これぐらいの変化であれば、「ごめーん、ちょっと電波の届きが悪いところにいたのかなぁ (・ω<)ﾃﾍﾍﾟﾛ」とごまかすこと

もできるでしょう！ 

http://c-through.blogto.jp/archives/36399982.html 

47 このヘアスタイルが一番好きです。 前回はチョコブラウンを購入しましたが、今回はイメチェンでジェシカイエローを購入し
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ました。キレイな色で良かったです。 届きがいつも早く、ありがとうございました。 

http://www.mywig.jp/products/detail.php?product_id=941 

48 電波の届きが悪い場合の目的なので、Repeater モードで利用しようとはじめは考えましたが、幸い、1 階に有線 LAN が配線さ

れているため、AP（アクセスポイント）モードとして利用することにしました。 

http://hitoxu.com/04573 

49 電波の届きが悪い所には小型 Lv1を置いて微調整。 

http://m-app.sub.jp/board/board.phtml?bkey=NKeitai 

50 僕はお風呂まで電波(Wi-Fi)の届きが悪いので見たい番組を「nasne」から 「ワイヤレスおでかけ転送」して楽しんでます。  

http://blog.livedoor.jp/vaio_sony/archives/2014-06-21.html 

51 山間で電波の届きが悪いのか水平４段に重ね強利得を稼いでおります 

http://philippin.net/phili_html/abra02.htm 

52 電波の届きが悪い場合は、下記をチェックしてください。 

http://www.e-bouhan.com/bohan/shohin02/020053.html 

53 実際、私の持っている物でも購入時はそこ数 m で電波の届きが怪しかったものが、アンテナ線を処理したところ、数十倍の距

離でも安定して電波が届くようになりました。 

https://drone-kentei.com/member/?app=qa&req=view_public&qatid=57 

54 たぶん連結といって差し歯をつなげて入れたのだとおもいます。その場合歯ブラシの届きが悪く歯周病になってしまったり虫

歯になってしまう場合があります。 

http://www.348348.com/category/%E5%B7%AE%E3%81%97%E6%AD%AF-%E6%B2%BB%E7%99%82%E5%BE%8C%E3%81%AE%E3%81%8A%E6%82%A

9%E3%81%BF/%E5%8F%A3%E8%87%AD/ 

55 ただ届きが悪いので電話しようと思ったんですが、連絡手段が一切書いていないわけです。 

http://19860128.com/post/137982840387/%E4%B9%85%E3%80%85%E3%81%AB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E

3%81%AB%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F 

56 家庭内で無線ランの電波が届きにくい 最近、NTTから pr500 miというルーターを取り付けて もらいましたが、30ｍほど離れ

た倉庫内（作業場）での 電波の届きが悪く途切れます 

http://chienosakaba.tank.jp/search.php?q=pr-500mi+%E4%B8%AD%E7%B6%99 

57 そこで 2階への届きが悪くて中継機を買いたいのですが子機として WEX-733DHPでも親機に対応しますか？ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10152447525 

58 正直マンションに囲まれている場所などは電波の届きが悪かったりします（つ Д｀）  

http://www.ill-rental.co.jp/db/page/2/?author=3 

59 同社リアルカー1/32シリーズの同じ周波数のものを所有していたので、電圧が高く電波の届きが良いのではないかと思ってこ

ちらを使用しています 

http://seiga.nicovideo.jp/seiga/im3621118 

60 昨日、最終案内メールをお送りいたしました。 

万が一、お届きがない場合、恐れ入りますが、 

再度ご連絡を下さいますようお願い致します。 

http://blog.ginzaplus.com/?eid=1074331 

61 現在 Bフレッツで無線 LAN（レンタル）は電波の届きが悪く、今回引き込みの場所を寝室からリビング（ほぼ家の中央）に変更

しました。 

http://workdesign.jp/data/trouble/data2068.html 

62 両面テープの届きが悪い所があるので増し貼りした方が確実ですね❗ 

http://minkara.carview.co.jp/userid/2171050/car/1673714/3791926/note.aspx 

63 それに、WIMAX はプロバイダーに申込みをして支払い方法が決定してからとなりますので、早めに選び契約をすることで端末

の届きが早くなります。 

http://www.webbuoy.net/settei.html 

64 ANT+センサーは周辺環境（他の ANT+センサーや無線 LAN、Bluetoothなどが多く存在する場所）により電波の届きが悪くなる場

合があります。 

https://www.yupiteru.co.jp/products/handygps_map/asg-cm41sc/spec.html 

65 マザーの USBポートにレシーバーを直差しすると電波の届きが悪いのか、動作に不具合が生じます。 

http://newfm2.blog.fc2.com/category18-2.html 

66 やっぱり、光の届きが悪いところは、いまいち生えてこないですね((+_+)) 

http://www.story-aqua.com/?p=6670 

67 WiFiルータも気になりましたね。設置位置が悪いと電波の届きが悪くて、最悪、中継器が必要になりますから・・・幸い家中

何処でもサクサクつながるのでホッとしました。 

http://no-suggetion-builder.blog.so-net.ne.jp/2016-04-09 

68 また、紫外線の届きが弱い曇りや雨の日には、さらに時間がかかります。 

https://welq.jp/32788 

69 あまり横に置くのは、電波の届きが悪くなりますのでオススメはしないですが・・ 

http://tenken760.blog.fc2.com/blog-entry-6.html?sp 

70 この図書館、私も資格試験の際によくこもりました。階によって wifiの電波の届きが良かったり悪かったりするのが難点です

が、良い設備ですよね。 

http://dogaworld.com/2016/03/12/%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%E9%AB%98%E3%81%99%E3%81%8E%E3%83%AF%E3%83%AD%E3%82%B

F-%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%88%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%EF%BC%88reference-



- 275 - 

library%EF%BC%89/ 

71 飲み方は気さくでおもしろみのあるキャラで、副作用に広く好感を持たれているので、届きがとれていいのかもしれないです

ね。 

http://awestyproductions.com/ 

72 個人宅でどうしても電波の届きが悪い方に・・・ 

http://www.fukuoka-denkikouji.com/antena/ 

73 商品の買い上げから届くまでの対応や品物の届きが早くて良かったです。 

http://montelupo.jp/review/ 

74 電波の届きがいいですからね 

http://ryoge.com/blog/wg1800hp2 

75 というのもの鉄筋造りのマンションでは無線ルータの設置場所を慎重に選ばないと家の中でさえ電波の届きが悪い場所が出て

くるからです。 

https://www.nkozawa.com/blog/archives/319 

76 今まで使っていた DRC-BT15P はとても電波の届きがよくて動作も安定していました。 

http://lunicusweb.info/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/759/ 

77 残念ながら宅内 LAN配線がないため、リビング以外でのネット接続は、これまで無線 LANを使っていましたが、2階では問題な

く接続できるものの、3階になるとイマイチ電波の届きが悪く･･･ 

というわけで、3階で有線 LANを使えるようにすべく、頑張って工事してみました。 

http://s.webry.info/sp/ikiatari-makase3.at.webry.info/201305/article_18.html 

78 充血を改善するために目薬を使うと、血管が収縮して一時的に良くはなりますが、収縮したことで、さらに酸素や栄養の届き

が悪くなり、また血管が伸びる、と言う悪循環に陥ります。 

http://www.ikec.jp/genkou20.html 

79 PC はギガビットの有線 LAN で、iPhone,iPad や Android タブレットは無線 LAN で無線ルータに接続していますが、家屋に鉄筋

を使っているので電波の届きがあまり良くありません。 

http://studio-kurara.jp/aterm-wr8165n/ 

80 金属ケースの内部だと電波の届きが悪くなってしまいますから、フロントの樹脂カバーの裏側にスペースを見つけて貼り付け

ることにしました（最終的に、ちょっと違う形になりましたが）。 

http://spnews.auone.jp/it/news/?ID=egt_REV201612260006 

81 3. 2.のときに、距離や障害物、または近隣宅からの電波干渉により、電波の届きが悪い、弱い、不安定といった場合は、安定

した通信環境を新たに増設する必要がある。 

http://keyrg.jugem.jp/?eid=234 

82 

 

乳酸菌の長さもイラつきの一因ですし、届きが静寂を破るというのをずっと聞かされるわけですから、かなり初回の邪魔にな

るんです。初回で、自分でもいらついているのがよく分かります。 

http://colloquexmaroc.org/ 

83 たとえば、無線 LANは電波を使いますから、間に壁などの障害物があると、電波が届きがわるくなる傾向があります。 

http://itadakou.com/ran.shtml 

84 この設定、無線 LANで動画再生がぶちぶちきれる場合は 24Mbpsにするといいとかよく言われますが、この設定をあげると電波

の届きが悪くなるらしいようです。 

http://ytooyama.hatenadiary.jp/entry/20150518/1431877616 

85 マザーの USBポートにレシーバーを直差しすると電波の届きが悪いのか、動作に不具合が生じます。 マザーを替えても、トラ

ックボールを替えても不具合が直らず、 結局 USB延長コードにレシーバーをつなぐことで解決。 

http://newfm2.blog.fc2.com/blog-entry-387.html 

86 肌は栄養の届きが悪くなれば、荒れる原因になりますし、代謝が悪ければ肌のターンオーバーを鈍らせます。そのため、便秘

解消というのは、肌荒れや美容面への効果も非常に期待できるのです。 

http://www.brooklynbay.org/ 

87 auの iPhone5って使用してない時は電波抑えてる？メールの届きが SoftBank の時よりラグがあるんだけど。ロック画面から

操作する時に電波表示が２→５とかになるのも良く見るし。電池の持ちが良くする為か知らんが、本末転倒じゃね？ 

  https://togetter.com/li/389745?page=83 

88 さて、そろそろ何か書かないとなーと思いつつも新しくゲットしたものが届きが悪いので、本日は以前にご紹介したボトムフ

ィーダーの Vapage V-MOD 2.0 のお兄さん、V-MOD XLをご紹介します。 

http://www.birksgabish.com/blog-entry-102.html?sp 

89 2階への届きが悪い 

http://www.yamada-denkiweb.com/1266281011 

90 階の違う自分の部屋で無線 LANがしたいときは、ルータを外して持っていき、部屋にあるＬＡＮケーブルに差し替えて使うよ

うにします。（多分ドアを閉めちゃうと電波の届きが悪い気がするんだ。） 

http://lajdfoa.blog.so-net.ne.jp/2010-12-21 

91 あまり横に置くのは、電波の届きが悪くなりますのでオススメはしないですが・・・ 

http://tenken760.blog.fc2.com/blog-entry-6.html?sp 

92 ノートパソコンをそのまま一階に持っていき、居間のテーブルにどかりと置いてみる。階数が違うだけで絶望的に電波の届き

が悪くなると予習で散々脅されたので、あらかじめ首を捻りつつ目を細めて、疑いの眼差しで画面を見つめてみると、   …

…繋がってる。http://frontierpub.jp/indicator/07/log07-2.html 

93 れからどのメディアで見る？TokyoMXの歩き方 電波の届きが悪いと評判の TokyoMXの視聴方法をまとめた本 

http://narazaka.blog109.fc2.com/?mode=m&no=197 
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94 湘南キャンパス１４号館講師室、および各教室で利用できます。（一部電波の届きが悪い場所があります） 

http://www.cc.u-tokai.ac.jp/ewin/LAN/14/index.htm 

95 トイレがめっちゃきれい。電波がわるくて写真が送れない。 

A:トイレがきれいなのはとっても大事ですよね。喜んでいただけてよかったです。 

地下に位置しているものでどうしても電波の届きが良くないようです。 

http://www.utcoop.or.jp/hitokoto/archives/29026 

96  ハードユースに適した防水設計、堅牢型の機種もあり、電波の届きが良くない場合は『中継器』を使うことで通信距離を延

ばせます。 

http://jkpi.jvckenwood.com/proposal/communication.html 

97 も と も と 低 血 圧 の 場 合 、 全 身 に 血 液 を 送 り 届 け る 力 が 弱 く な り 、 体 の 隅 々 ま で 血 液 を 上 手 く 送 り

届 け る こ と が 出 来 な く な っ て し ま う 為 、 全 身 へ の 血 液 の 届 き が 悪 く な り 冷 え へ と 繫 が っ て い ま

す 。  

http://www.himawari-seikotu.com/blog/esthetic/529/ 

98 この商品に対する口コミの多くに、箱から出した際の保護テープが剥がし辛いとありましたがカッターで折り目ギリギリの所

を切ると、楽に剥がせました肝心な使用感ですが、とても早く温まります。ハロゲンよりも熱の届きが良く！離れて居ても暖

かいです！購入して良かったです 

http://donaizaun.hatenadiary.com/entry/2017/02/05/061703 

99 部屋は５Fでしたが、電波の届きが悪く無線インターネットにアクセス出来ませんでした。 

https://bnft.jp/smp/m/st/strb.faces;jsessionid=2ABE6EB4B9F9213B659A3602CFE41503?menuNo=191444&pageSize=10&pageNo

=2 

100 また、電波の届きが、悪いようであれば、「外部アンテナ」を取り付ける方法もあります。「WDS」で無線 LANを構築するのが

よいのか、家の事情を考えた上で検討する必要があり 

http://c-router.com/chap03/network-basic74.html 

101 にんにん様、大丈夫ですょ！😅😅発送が別々になって...お届きが 2個となりますが、大丈夫でしょうか？ 

二つともお届きが一週間から十日ほどですが...よろしくお願い致します〜 

https://item.fril.jp/a373d6395ec128047d93895f38f9dbd0 

102 折りたたみのオマケ付きです(^^) 

で同じ様に電波の届きを確認したら、ナント 

20mアップの 120mになりました。 

安全率を考慮しても、100mまでは問題無さそうです(^^) 

http://www.ken-room.mydns.jp/dorone_ant.html 

103 電波の届きを確実にするなら、スマホのアプリで近隣の WiFiのチャネル使用状況を確認し、最も重なりが少ない部分にチャネ

ルを手動変更してください。 

http://qa.life.auone.jp/qa8954521.html 

104 ビーグレンは、浸透力を高め有効成分の届きを意識されたもの、独自のテクノロジーで生み出したキューソームというナノサ

イズのカプセルがその作用を実現することになるのです。 

http://absintheperroquet.com/hada.php 

105 無線機は、電波の波長によって届きが違ってきます。大きな波長（ＶＨＦ）の場合、回析により、障害物は乗り越えて行きま

すが、小さな波長（ＵＨＦ）の場合、障害物があると、そこから先は電波が届きにくくなります。 

http://blog.livedoor.jp/totunetinf/archives/926632.html 

106 ワンモーの動きを見てたらフェイントからの攻撃がとっても有効そうで、 ワンワン言いながらフルショットしてくるタイミン

グをずらせば良さそうで、 渡邊さん、まずはジャブと左ボディの届きを確認してたみたいだったんだわ。 

http://murakida-box.cocolog-nifty.com/ 

107 SKYPEと違ってアプリが起動されてない時にも PUSH ALARMでメッセーの届きを知らせてくれます。  

日韓カップルにも必須のアプリに当然ですよね。  

http://soratopapa.blog.jp/archives/52155789.html 

108 初めてうちの子供にチェアを購入！みなさんの高い評価を見て迷い無く買いました。商品の届きを楽しみにしてます！ 

http://review.rakuten.co.jp/item/1/274117_10002609/1.1/ 

109 お次は専用ハンドルバー レイクツリー 足の届きを楽にするファコンステー テール周りをスッキリさす？？？？マル秘パ

ーツなどなど 順次開発していきマッスルよ 

http://trijya.com/blog/?p=654 

110 (ハイパワーロングレンジ仕様なのでより電波の届きが良い。） 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067256/ 

111 WPS 機能のあるモバイル wifi ルーターと繋いで部屋の電波の届きを良くしたかったのですが、HS ではなく HP なら中継機能で

できるとメーカーに言われました。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000775195/ 

112 目的は DLNAのバッファリング解消ですが、ハイパワーな筈ですから、まずは電波の届きをチェック。 

http://ameblo.jp/magmanotubo/entry-11073172847.html 

113 形がとても素敵で購入しました。商品の届きを楽しみにして待ています。 

http://www.low-

ya.com/c/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E7%85%A7%E6%98%8E/%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%B3%E3

%83%88%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88/fc02-g1050-m0/ 

114 明日は早めにお店に行って模様替えの届きをしないと、かなり愛想無しですが、、、＜スミマセン＞ 
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http://kanekyu.sblo.jp/category/722027-89.html 

115 というわけで、ALFEEを日課にしてみました。届きやカロリー計算など面倒なことはナシで、数ヶ月たつころには単行本くらい

減量できたのが嬉しかったです。 

http://newlookoutlet.com/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%8A.html 

116 温かい日もありましたがいよいよ寒い日が続き、読者が手放せなくなってきました。秋田久美子の冬なんかだと、双葉社とい

うと熱源に使われているのはお笑い芸人が現役の主戦力でしたから、手間ばかりかかっていました。届きは電気が主流ですけ

ど、秋田久美子が段階的に引き上げられたりして、お笑い芸人をつけっぱなしにするとどうなるのか考えるのも恐ろしいです。 

http://newlookoutlet.com/%E7%A7%8B%E7%94%B0%E4%B9%85%E7%BE%8E%E5%AD%90.html 

117 wi-fiスポットとは、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、公共機関でスマートフォンなどの電波のつながりをよくする

ための電波の届きを良くするための機械が設置されている場所のことで、空港やマクドナルドなどが以前から設置場所として

有名だったのですが、最近はそういう場所を増やそうと公共性の高いいろんなところに設置が進められているようです。 

http://eternal-dc.seesaa.net/archives/201110-1.html 

118 細菌に比べたらずっと高額な高級植物性で引渡し日も近づいており、それを見越して現住居を胞子している人もいるそうです。

乳酸菌の理由は所定の安全基準を満たしておらず、最終的に届きを得ることができなかったからでした。初回終了後に気付く

なんてあるでしょうか。 

http://www.velocemoto.net/ 

119 好きの私ですが、漫画とかでも猫が出てるのが好きです。中でも、グループという作品がお気に入りです。仲間の愛らしさも

たまらないのですが、届きの飼い主ならわかるようなお笑い芸人にあふれていて、猫だからこそ内輪ウケにならず、楽しいん

ですよ。 

http://newlookoutlet.com/%E8%8D%92%E6%9C%A8%E8%89%AF%E6%98%8E.html 

120 摂取が人の目に止まるというのが一緒により大事と届きを見出す人も少なくないようです。サポートがあるなら私も誰かに見

てもらいたいななんて思いました。 

http://www.pleasekerrylouise.com/ 

121 到着の頃はまだ子供だったファンが大きくなって、通販の大きな画面で感動を体験したいと届きを予約するのかもしれません。 

http:// 

www.ngl-europe.com/ 

122 ただ、商品というところがイヤで、サプリメントといった欠点を考えると、届きを欲しいと思っているんです。 

http://gobindsadanwomenfoundation.org/ 

123 先月から少しずつ届いては居ましたが、手作りですので出来上がり次第の届きでした。 

木の香りがします。 

お客様より公表？好評です  

http://ameblo.jp/funaoka-p/entry-11891765850.html 

124 とっても早く届きました( ☆∀☆) 

Amazonは私の地域にもよりますが 

かなり遅いんですが 

今回初めての早さの届きでした！ 

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%B9-K-

SWISS-%E3%82%B9%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-SPW69-COURT2/dp/B00GQONXMG 

125 しかし、「11月 5日の議会出席は危険」と密告する書簡の届きで、陰謀は露呈されました。 

http://lang-8.com/869778/journals/311929169211310778101961637774503300816 

126 遠方で見に行けず心配でしたが、新車かっ！と思うくらいきれいなバイクが届きでとても満足してます。 

http://www.goobike.com/web/search/user_review.php?client_id=8700169 

127 ★ビタミン Cが独自の浸透テクノロジーで角質の奥まで届きで皮脂バランスを整える 

http://keananasi.info/ 

128 とても使い勝手がよく購入前の問い合わせにもすぐの対応で注文後もすぐ届きで素晴らしいかったです。また機会があれば使

わせて頂きます！！ 

http://www.cqcqde.com/shop/26951_17774.html 

129 希望通りの日時に届きで助かりました。丁寧な包装と配送に感謝です… 

http://kutsuya.xyz/shoes-e/ 

130 日々のメイル/Webチェックを終えてもまだ 8時半で。ここから昨日の届きである。  

http://nagasm.org/ASL/mbed3/ 

131 電波の届きで言えば 2.4GHzのハイパワーで安価な製品が良いのですが、周囲の電波環境が悪い場合（混雑しすぎて接続不良に

なる場合や電子レンジとの干渉）は、5GHzにも対応した製品を選んだほうが良いでしょう。 

https://okwave.jp/qa/q8686044.html 

132 すぐボーボーになって草刈り、散水機の届きの悪いところが枯れるなどもそうですが、最近は何かの糞が定期的にほぼ決まっ

た場所に静置されていて、非常に頭を悩ませてくれました。 

http://yawataeye.com/%E9%B3%A5%E7%8D%A3%E8%A2%AB%E5%AE%B3.html 

133 7m離れた部屋同士で繋いで 

無線リンク速度が 1170Mbps位で繋がっていて 68Uを親機にすると 

400から 500Mbpsで無線がリンクという点で電波の届きの良さ 

では 68Uを５GHzでは上回るかもしれないです。 

http://review.kakaku.com/review/K0000960901/ReviewCD=1042792/ 

134 ガン細胞も酸素の届きの悪いところで増えるそうですよ。 
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http://www.heiwa-yakuhin.com/index.php?sub=content4 

135 歌声は少しドライで艶っぽさや細かな表現の描き込みは弱い。しかしそのさっぱり感が抜けの良さ、歌の届きの良さにもつな

がっている。 

http://www.phileweb.com/sp/review/article/201702/17/2429_3.html 

136 届きの有無も必要がないのが内祝い 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2012/0824/534495.htm 

137 そしてまた督促ハガキが届きの繰り返しで最終的には嫁ぎ先に督促ハガキがくるようになりました。 

https://www.bengo4.com/c_1/c_1798/c_1045/b_213659/ 

138 鈴木君の方が１０㎝ほど上背があってリーチもそれに伴ってたんだけど、 届きのいい鋭いジャブで先制したのは荒木君の方だ

ったんだわ。 http://murakida-box.cocolog-nifty.com/blog/2017/07/post-24ab.html 

139 そ して金 曜の朝 に注文 して、コン ビニ受 け取り で土曜の 夕方に は 届 き のメ ール をも ら って 、す ぐ受取

り に行き ました 。  

http://www.ulsantradecouncil.org/?p=354 

140 Softbank の 3G 電波の届きの悪い所で「ロック解除」するとやはり遅い。 

http://running-dog.net/2010/01/post_175.html 

141 商品の質も届きの速さもよかったです。初めてのウィッグで不安はあったのですが、買って良かったです! 

https://www.mywig.jp/products/detail/33 

142 届きの遅い物資は 振り分けのスタッフが足らないそうで ネットでボランティアを募集したところ１０００人以上集まった

そうだが、まだまだ足らないであろう。 

http://blog.livedoor.jp/ohgiya4905-look/archives/1056038595.html 

143 電波の届きの良くない部屋へ移動する際は、一応、フリーソフト 

(iStumbler)でチェックしています。ちょっと悲しいです。 

https://discussionsjapan.apple.com/thread/10002608?start=0&tstart=0 

144 また、木村さんは「グラスアートの趣味の世界であっても、趣味人の戦いの場であり、そのままそれぞれの生きがいに繋がっ

ています。多くの人々に、どれだけ感動の届きの深さがあるか、趣味人どうしが競い合っているわけです」と笑う。   

http://www.dankai-support.com/charenge/kimura/3.html 

145 池尾君は接近しての上体の動かし方がとっても巧かったんだけど、 ジャブの届きと威力で市村君が主導権を取って池尾君、 早

くも右顔面を赤くしてたんだわ。  

http://murakida-box.cocolog-nifty.com/blog/2016/09/831.html 

146 お客様に「僕の名前を書いて下さいね！お手数ですが返信くださいね！」って工事が終わったときに、もうすぐアンケートハ

ガキが届きからそうして下さいと頼めよと。 

http://www.orange-knight.com/blog/tsumikasane/2870/ 

147 朝から、会社の中が大変     

待ちに待っていたＹａｈｏｏ shop用のクリスマスのデコレーションが届きからです。 

 https://ameblo.jp/hoaneco/theme-10093326614.html 

148 届きまでは、気長に待ってください。1ヶ月経っても来ない場合は、ちょっと問い合わせしても良いかもしれないですね。 

http://www.tabi-kaji.com/entry/blog/adsense 

149 実際に SIMカードが届きまでは 1週間ほどかかるそうですが、6月 6日（火）の夜に、配達希望日を「指定なし（最短で配達）」

で申込んだんですが、9日（金）には届きました。でも 13日まで iPadの方が来ないのよ… 

http://www.coldsleep.jp/add-sim/ 

150 但し、通知が郵送で届きまでの期間や通知が担当者まで回るのに時間がかかる事があり、取り立てや督促を受ける場合があり

ますが、債務整理の委任した旨を伝えると督促は止まります。 

http://xn--lck0c6eya6bc7837ev54a.com/dun/post-494.html 

151 「在庫有場合即注文」「送料無料！3 日か 5 日届けます」 「発送から届きまで約 2～3 営業日」 

http://www.seiken.server-shared.com/syouhiseikatujyouhoumail20.pdf 

152 今日発売の『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's』のアニメイト限定版が届きました。 

本当は今日、帰省するはずだったのですが、これが届きまで家で粘り、届くと同時に一緒に帰省。 

http://aqm524.blog.fc2.com/category2-2.html 

153 ドイツの毛糸でドイツから届くのだ。   

届くまですっごく楽しみだった。  

届きまでの間、セーターの本を数冊購入して、イメージして楽しんでいた。  

http://aka8.hateblo.jp/entry/2016/10/24/195314 

154 カーセンサーで見た車以外の車を提案させてもらい、購入しました。 届きまではドキドキでしたが、よかったです。 

http://www.carsensor.net/shop/gunma/081682493/review/002649061/ 

155 １歳のせいちゃんがたっぷり詰まったお写真データ、届きまで楽しみにお待ちくださいね＾＾ 

http://1stbirthdaystudio.jp/170607kobo/ 

156 先日購入した DVD届きました。 

注文から届きまで 5日かかりました。 

http://www.idvdbox.com/review/product/list/id/1266/ 

157 新居のポストとして購入しました。茶色を選んだのはうちの外壁と似合いますから。注文から商品の届きまで、2 日

しかかかりませんでした。 

http://www.famitei.com/new/item.php/PO22902 

158 後は、資料が届きまで待ちましょう。 
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http://xn--p8j7a5byfzb4c0073f32am4m426d.xyz/2016/09/26/post-95/ 

159 。混雑していたので、注文してから届きまで多少時間がかかりました。 

https://tabelog.com/chiba/A1202/A120202/12035617/dtlrvwlst/B129107674/ 

160 結果、無線の届きまで良くなると最初は思っていませんでした。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20346244/ 

 

161 

注文から届きまでが！とても早くたすかりました 

http://kayotahi.hatenablog.com/?page=1487777241 

162 初めて利用するとこだったので、勝手も味も分からず届きまでドキドキでしたが見た目も味もバッチリでした！ 

http://hyuko.com/1176/ 

163 思ったより届きまでに時間がかかって、追跡も途中で止まって焦りましたが無事とどきました！！ポスターも一緒に届きまし

た！ありがとうございます！！おまけ？も可愛いです！ 

http://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Goods/goods.aspx?goodscode=450578541 

164 シリアル化されたフレームが物理回線を通過し、次のネットワーク機器に届きまでの時間。物理回線の速度に依存するため、

遅延の大きさは固定。 

http://blog.livedoor.jp/tetora119/archives/50341427.html 

165 間違いなく「学生納付特例」の申請書を提出されたのであれば、結果の通知が届きまでは納付書は保管し、承認の通知が届い

た後には廃棄してください。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14171082364 

166 彼らは私とお客様の希望を結ぶ架け端をしてくれています、配送が無事に届きまでは私も安心できません、 

http://excelentesjogos.com/archive1-number4 

167 商品がやっと届きました。梱包など対応はよかったのですが、商品の追跡もできずどうなってるのか不安と届きまでの日数が

かかったのが残念でした。 

https://www.buyma.com/buyerrate/?bid=950698&rate=9&j=1 

168 韓国の旧正月連休でした影響でただいま生産及び配送業務など大変混雑しておりますため、恐れ入りますが商品の届きまで 

今しばらくお待ち頂きますようお願い致します。 

http://jp.stylenanda.com/article/qa/6/1000021390/ 

169 届くまでの間、何度かやり取りをさせて頂きましたが丁寧な応答で届きまでとても安心できました 

https://minne.com/items/7791943 

170 

 

カードの届きまで約 2週間かかりました！ 

http://www.yentame.net/detailad.asp?aid=1735171 

171 発送から届きまでが早い 

http://mudage.xsrv.jp/angelica-wax-datumou-taikenrebyu/ 

172 ちなみに、SMSが届きまで 1時間近くかかりました。 

http://4travel.jp/travelogue/11010877 

173 配送から届きまで約 2～3営業日かかります。 

http://www.shibuyaki.com/%E3%81%8A%E6%94%AF%E6%89%95%20%E9%80%81%E6%96%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.ht

ml 

174 届きまで少し待ちましたが、希望通りの商品が届き安心しました。 

http://store.ponparemall.com/golfshop/ 

175 最初の１ヶ月から２回目の自動で届きまで、体重は全く変化なし。むしろ、カプセルを飲む為にと水分を沢山とっているから

か‥体重は増加した。 

http://www.diet-cafe.jp/2009/04/post-536_4.html 

176 カメラや高出力ライトに使われるが一本定価 800円という尋常ではない値段であるが  

坑道探険では光の届きや明るさを求め、高出力ライトが好まれるが通常電池では電力不足や  

形式が合わない。 

https://www31.atwiki.jp/kunseiya/pages/42.html 

177 やはりテレビで取り上げられなくなると  

持久力は弱く、以前に比べると物資の届きや  

人の訪れは少ないようで 

https://ameblo.jp/teppanyokocyou/ 

178 iPhone 以外の違うキャリアの端末は、SIM アンロックで使えなくはないですが電波の届きなどの面であまりお勧めはできませ

ん。 

http://mainland25.blog.fc2.com/blog-entry-9.html 

179 親指プレイが主な方は、店舗で実機に触れる機会があれば購入前に手持ちで親指の届きなど 

ご自身のプレイしやすさを確かめて、購入を検討されることをお勧めします。 

https://imascg-slstage-wiki.gamerch.com/%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E7%92%B0%E5%A2%83/comment_100763098 

180 役者が客席に背中を向けてしゃ べることもあり、声の届きなどでリスクはありましたが、生徒会室の雰囲気は高まった感じが

しました。 

http://www.nagano-c.ed.jp/nghihs/club/club/engeki/diary2009.pdf 

181 ５GHzの電波の届きは良いですね。 

http://review.kakaku.com/review/K0000960901/ReviewCD=1042792/ 

182 今後の予定がないのなら当分、電波の届きは改善されませんし基地局の設置は簡単にすぐに行えるものではないです。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11145556996 
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183  我が家では AirMac ベースステーションの登場したときから、現在は最新の AirMac Extreme ベースステーションを使って

いますが、当初から電波の届きは非常に悪かったですよ。 

https://discussionsjapan.apple.com/thread/10064179?start=0&tstart=0 

184 電波の届きはいいし 聞こえもバッチリです 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%8

3%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E6%A9%9F-%E5%AD%90%E6%A9%9F1%E5%8F%B0%E4%BB%

98%E3%81%8D-%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%AF%BE%

E5%BF%9C-VE-GD60DL-W/product-reviews/B01AHTWRQI?pageNumber=2 

185 海外より発送のため、お商品の届きは約 10日間から 2週間がおかかりとなります、お急ぎの方ご遠慮くださいませ 

https://www.amazon.co.jp/iPhone5%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-iPhone5s%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-

soccer-%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%81%E3%83%90%E3%83%A0%E3%83%90%E3%83%A0%E3%80

%81%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8C%E3%82%A8%E3%83%9C%E3%83%BB%E3%83%94%E3%83%99-%E3%83%8F%E3%83%A1%E3%82%B9

%E3%83%BB%E3%83%80%E3%83%93%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%89%E3%83%AA%E3%82%B2%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AB%E3%

83%93%E3%82%AA-James-Rodr%C3%ADguez/dp/B00R14H420 

186 もともと 11n/a は仕様上電波の届きは良くないので、マルチキャストレートを絞ったことで、無線の電波が到達できるエリア

が広がり、切れにくくなったということなのかもしれません。 

http://ytooyama.hatenadiary.jp/entry/20150518/1431877616 

187 値を上げると、ネットワークスピードが早くなるが、電波の届きは悪くなるってことのように見える。 

http://blog.drikin.com/2009/02/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC

%E3%83%88%E3%82%92%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AF.html 

188 商品の届きは早かったです、早速取り付けました。満足です。  

https://item.rakuten.co.jp/tireshop4u/10000127/ 

189 ｹｰﾌﾞﾙ敷設が無いので取り付けは楽ですが、カタログ 100ｍとあるが、電波の届きは弱い。  

https://item.rakuten.co.jp/edion/4549077477019/ 

190 障害物がある場合の電波の届きは悪くなりますが、他で利用されていない割と空いている帯域だと思いますので。 

 https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_8-

networking/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AB/7d4035c9-37fa-40b7-a02e-

b12eef1a4104?messageId=96e817cd-1036-4c54-9f2b-94384c5bfe4c 

191 はい 800円は EMSです。 

2－3日の届きは難しいですが、5－6日間ぐらいです。 

http://www.qoo10.jp/shop-qna/beautynail 

192 しかし、高校三年生の時に受賞の通知書の届きは遅くなったから、物理学部に入れなかった。 

https://www.zhihu.com/question/19861115/answer/25452314 

193 設置後、確かに 2.4Ｇの届きはよくなった模様。 

http://www.biccamera.com/bc/item/3329919/ 

194  

長野、群馬向けアンテナは８素子で上記のような良好な結果なので、 

かなり電波の届きは良いようです。 

http://yosino.sakura.ne.jp/report/06ibaragisim.html 

195 しかし予想に反してウネリの届きは遅く、カタくらいのサイズ。 

http://oceanjourney.blog.fc2.com/blog-entry-198.html 

196 だが、大した距離を離れていないにも関わらず、水面で音が乱反射してしまうせいか、或いはカーブしてきたせいか、声の届

きは悪かった。 

http://yamaiga.com/tunnel/yatate/main2.html//rail/yatate/main.html 

197 それが、補給の届きは明日の朝ぐらいになるでしょうです。それに、」 

http://ncode.syosetu.com/n7403w/17/ 

198 商品の届きは絶対安全だと信 

じてくださいませ。 

http://www.ficb.it/2011/sanoe.asp?viewreturn.asp?Page=101 

199 ノエルがこのような場でどのような行動に出るのか、声の届きはどうなのか 

集中は？他犬には？人には？を見るためにも＾＾ 

http://blog.partner.main.jp/?eid=298 

200 内蔵アンテナは受信×2、送信×2と、こちらも上位モデルに比べてそれぞれ 1本ずつ少ないが、実際に使ってみた範囲では電

波の届きは悪くない印象だ。 

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/344775.html 

201 ＫＯ決着必死の一戦だったんだけど、頭の小さい菅野君が一見優位そうで、 そこそこいいプレスをかけていったんだけど、 最

初のジャブの届きはジロリアン君の方が圧倒的で、 それ以降も菅野君のジャブをモノともしてなかったんだわ。   

http://murakida-box.cocolog-nifty.com/blog/2017/04/post-566c.html 

202 二階にある当機から階下まで部屋の扉を閉めていても電波の届きは良好です。 

階下の据え置きゲーム機やタブレット、スマートフォンなどまも問題なく利用出来ています。 

https://online.nojima.co.jp/sp/app/review/post_review_list/init?searchReviewId=171789 

203 今はまだ使えないので STI を仮止めして握り心地を試しています。狙い通り下ハンからの指の届きは問題ありません。むしろ

楽に届くので、用心して注文しておいたアジャストブロックが不要になる可能性が高そうです。 



- 281 - 

http://kendoukobu.blog.fc2.com/blog-entry-79.html?sp 

204 他のメーカーでもっと高いのを使っていましたが、画像も悪く、モニターの雑音がすごく、電波の届きも悪く使いものになり

ません。 

https://www.amazon.co.jp/dp/B06XJJ3N5M 

205 ライブハウスではない場所でやるのって、その場の空気も演出に加わって音の届きも変わるってことに気づく。 

http://www.scoobie-do.com/blog/matsuki/ 

206 無線ＬＡＮが使えない。 奥の部屋では電波の届きも悪い。  

https://www.tripadvisor.jp/LocationPhotoDirectLink-g298564-d1025848-i102493129-Hotel_Kyoto_Garden_Palace-

Kyoto_Kyoto_Prefecture_Kinki.html 

207 歯ブラシの届きも悪くなるので、歯磨きが徹底できない要因となります。 

http://www.fukazawa-implant.com/menu08/ 

208 UHF帯は他の周波数に比べて電波の届きも良く、国際標準にもなりつつあります。 

https://www.sanbi.co.jp/sanbihp/sanbiicom/55icom.html 

209 やはり、最新の無線 LAN機器へ取り替えていくことで電波の届きも改善されます。 

https://zigsow.jp/review/315/271324 

210 繋げるのは PC 1台 iPhone 7 android スマホ 価格が高い方が性能も電波の届きも本当に良いのか？ 

http://b1y8uzfpd.hatenablog.com/entry/2017/03/10/092328 

211 僕は先日、某社の極細ベゼルのノート PCを借りてきて、無線 LANのテストをやったんですが、10回やって 10回とも、明らか

に普段使っているレッツノートのほうが高速だし、電波の届きもいいんですよ。 

http://special.nikkeibp.co.jp/panasonic/businessmobile/special/20160610/ 

212 ワンセグはまるきり(ダメ）、携帯電話も（キャリアによっては）届きにくい状況など、さまざまな電波の入りが悪いうえ、無

線 LANの届きも悪いありさま。 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/pc/article/special/20100507/1024744/?rt=nocnt 

213 後は、NEC WG2200HPでも良いと思います。 

ASUS RT-AC65Uや TP-LinkC7や NETGEAR R7000-100JPS 

もこれも電波の届きも良くて良いと思います。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000957379/SortID=21022916/ 

214 YOMOJOは、Optus（オプタス）4Gネットワークを使っているので、オーストラリアの広い範囲をカバーしており、Optus同様に

電波の届きも通話の質も抜群です。 

http://australiahereandnow.com/yomojo/ 

216 薄型なので場所をとらず、電波の届きも良いのですぐ正式な時間に設定されました。 

https://product.rakuten.co.jp/product/-/07f862bc43fa7fbf1a427233a5860d71/ 

217 また電波の届きもよく山間部でも電波が届いてインターネットができました。 

http://smartphone-navigator.com/archives/1649 

218 あと PC部屋への届きも悪く、速度が出ません。 

http://ror.hj.to/ja/issei/entries/920epv-wyd0c0hylprl/node 

219 980円 simのほうが電波の届きもいいし、emobileはそもそもまともに速度でないし。 

https://beiznotes.org/2011/12/ 

220 首都圏でしか使っていないが、電波の届きも申し分なかった。 

http://blog.query1000.com/archives/30751601.html 

221 また、LTEは通常の wimaxと比べてもやっぱり速度も早いですから、 

通常の wimaxよりも電波の届きも良いので、使う人が多いのではないでしょうか。 

http://hwd14.seesaa.net/article/389968569.html 

222 なぜ AMがそんなに破棄されてるかっつうと  古い技術で電波の届きもそんな良くないから。音もよくない。 

 http://kousei.asablo.jp/blog/2015/11/ 

223 NZ内では２番目という印象 

電波の届きも比較的よく不自由しない 

また余ったチャージを翌月に繰り越せる 

http://sa1yuki.seesaa.net/article/429339000.html 

224 肌への栄養の届きも悪くなり、コラーゲンのめぐりも、若いときのようには、いかず、コラーゲンの再生も、なかなか出来な

くなります。 

http://xn--sck5bqo5e6h.com/2015/10/25/turnover/ 

225 ずるいずるいとぎゃんぎゃん噛みつくと、少年はうるさげに顔をしかめた。 

高さが近いせいか声の届きもいいらしい。 

https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=955740 

226 瀬藤君も残り１７秒から同じ右フックを当て返してて、 それに至るまでのジャブの届きも上回ってたもんで瀬藤君ポイントだ

ったなあ。  

http://murakida-box.cocolog-nifty.com/blog/2016/06/a.html 

227 アンテナもきちんと着いているので何となく電波の届きも良さそうですね。 

http://itkobo-z.jp/archives/432 

228 電波の届きもいいですし、オートスキャン機能も、全周波数をチェック 

するのである程度時間がかかりますが、安心感があります。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/288005/car/182054/6704654/parts.aspx 
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43．「逃し」に関する用例 

番号 用語 

１ 【特長】薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。 

https://www.monotaro.com/k/store/%83x%83%8B%83g%83e%83%93%83V%83%87%83i%81%5B%83%8C%83%93%83%60/ 

2 折り曲げの逃しは、通常 2 つの面の間に使用され、一般的にフランジのある面に使用されます。角の逃しは 3 つ以上の面が合

わさる角に使用されます。  

https://www.cgsys.co.jp/g/rf/product/soft/think/product/pro/thinkdesign/metal.htm 

3 このような問題を避けるため、そしてより簡単に形状を折り曲げることができるように、板金部品に対しては「逃し」の作成

が自動的に行われます。この様子は、フランジをエッジの一部のみに作成した場合によくわかります。 

http://www.think3.eu/jp/home-jp/28-insights-jp/302-top-ten-features-sheetmetal-part2-jp 

4 そこでドイツ・インデックス社ではブローチ工具を主軸に対し、若干（1.0度）傾け、工具に片側 1.5度の逃しを付けました。 

http://www.ykt.co.jp/kawaraban/vol017.html 

5 このように下型にタップの逃し穴分の逃しを作ることで 

干渉しなくなり曲げ加工後もタップが通ります  

http://fujitaworks.com/%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%AB%8B%E5%92%8C%E7%94%B0/ 

6 ロアレシーバーに配線の逃しを加工して、配線を延長します。 

http://baku-dan.asia/archives/12725 

7 パワーリペアラインは加齢の逃しを目に見える形で解決するアンチエイジングラインです♡ 

http://pevonica.com/news/cnt79.html 

8 

 

大画面テレビが買い易くなってきて、誰しもが昔から憧れた壁掛けテレビを実践する上で問題となる壁の強度や配線の逃しを

解決するためにはどのような方法があるか？を徹底的に考えた結果、今の AVボードのデザインになりました。 

http://www.find-if.com/interview.html 

9 あらかじめ、曲げラインの端面へ幅４ｍｍ～8ｍｍ程度 凹０．２ｍｍ～０．４ｍｍ程度の逃しを設ける事で、 

曲げ後の膨らみを防止する事が可能になります。 

https://shisakubankinkakou.com/1346/ 

10 ただ、柱を立てると EXポートは特に柱の逃しをとることが必須です。 

この技術を持っているのはおそらくホンダとその下請けだけでしょう。 

http://ibg.seesaa.net/ 

11 つまり、排気管を流れる排気ガスにも、ボディを流れる空気にも静電気の逃しを作ってあげることによって、効率を上げよう

という発想ですね。 

 http://toolboxmeet.hatenablog.com/entry/2016/09/16/125449 

12 

 

大野のテイルピースはオリジナルパーツで、特にガッチリ作られていて好感が持てますが、取り付け方は…^^;。勿論、ピンの

逃しも作られていませんし、いろんな所に隙間が空いてます。 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436728209845168&id=174297669421558 

13 

 

純正バックカメラが装着されるであろう樹脂部分を切り欠き配線の逃しを設ける。現段階でバックカメラは仮ドメ。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/860468/car/735490/1769087/note.aspx 

14 そこでドイツ・インデックス社ではブローチ工具を主軸に対し、若干（1.0度）傾け、工具に片側 1.5 度の逃しを付けました。 

この傾きにより、工具と被削材（製品）に点当りが生まれます。 

http://www.ykt.co.jp/kawaraban/vol017.shtml 

15 エピガウルス（茶）の出現率がかなり低く苦戦しましたが、ドラともへの逃しを繰り返すと、さつまいも（ベージュ）はすぐ

に手に入るのでクリアはしやすいイベントでした。 

http://app-roid.com/blog-entry-498.html?sp 

16 

 

以前から胸部プロテクターのあるキャラ（セブン・ガイアなど）では光線技での腕部交差のポーズがとりづらい欠点がありま

したが、ダイナからは形状変形した別プロテクターで腕部の逃しを行えるようになりました。 

http://oniityan.blog.so-net.ne.jp/2014-09-01 

17 ハンドルにつけるタイプの ETCケースです。 

ケースの正面左側にセンサーを出すための逃しを設けてます。 

http://gorky96.blogspot.com/2016/05/etc.html 

18 ③ミニ皿スタンド 

斜め立ち側に“皿の逃し”を作り小さなお皿を立てられるようにしました。 

https://syouten.wanizou.com/?pid=92000235 

19 CD実践検証 7/2日実績(1回の逃しが収支に響く) 

http://issykurolab.blog.fc2.com/blog-entry-71.html 

20 セミナー当日も多くのスタッフが指導してくれるので技術の逃しがない 

https://iairjapan.jp/educational-policy 

21 そうでなくてもこの柱の部分はｼﾘﾝﾀﾞｰの他のどの部分より過酷な条件(細い柱がﾋﾟｽﾄﾝの拡張圧を一手に受ける)で剥離が起き

やすい位置なのに､柱の逃しがうまくできていなければ焼き付きの原因になるのは明らかです｡ 

http://ibg.seesaa.net/pages/user/m/article?article_id=449316972&page=2 

22 これでも、バンパーの逃しがないと、当たりそうですが。 ハイブリッドカーだから、これでいいの？ 高級車でしょ。見た目

だけでもクラウン、マークＸクラスのマフラー付けてほしいものです。 

http://gazoo.com/my/sites/0000986428/horibonpapa/Lists/Posts/Post.aspx?List=285c5114-67be-41f0-8ea2-

245400c8f087&ID=70&Web=44bbb368-013d-4ab7-a76e-0aaf0205a30e&public=true 
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23 

 

ちなみにブリットのフルバケとシートレールのセットについての注意点なんですが、そのままだとシートベルトが装着できな

いのでメーカーに問い合わせてみたら、写真の部品で延長＋外方向への逃しが必要とのことでした。 

https://lovelocal.daihatsu.co.jp/thread/m7tna61p 

24 スランプ釘とは、空車上の釘ゲージにより、風車で仕分けられた遊技球が始動口と反対方向へ逃げることが多く、始動口に入

賞する時間と入賞口に入賞しない時間が極端になる現象です。 

なお、風車上の逃しが多く、命釘の釘幅が広い ゲージではスランプが大きくなります。 

http://blog.livedoor.jp/pachinkokanri/archives/15612520.html 

25 ピンの逃しが無いと、どうしてもプレート自体浮いてしまうので、プレートがボディにフィットする様に加工しています。 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436945279823461&id=174297669421558 

26 しかしこの投手、前への足の逃しが上手く下半身を上手く使えて、着地までの粘りは作れています。 

http://meiscout.com/15dp-25.html 

27 ワイトレ入れてみました。ホイル側の逃しが無く 25mmをチョイス。ハミタイに^^; 

対策考えなきゃ。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/921989/car/769203/8494831/parts.aspx 

28 バイクに当てて逃し部分の確認を  

ちなみにプレートは地面と平行に取り付けようと思います   

http://open.mixi.jp/user/5738560/diary/1961561798 

29 首折れのスポークなので衝撃の逃しが効いていて乗り心地はとても良いです。 

http://www.cyclowired.jp/news/node/224385 

30 続いて、液晶パネルを外して行きます。写真のように、左下にヘラを潜り込ませると簡単に外していく事ができます。iPhone 

6 の場合は左下にベゼルの逃しがあるので、そこをうまく利用していくと便利です。 

http://iphix.jp/?p=3570 

31 ハンドル周りのカウルの逃しが大きいのあんまりかっこよくないんだよね〜。 

http://destroyyourenemy.blog114.fc2.com/ 

32 台湾製（TFC)のマガジン部分の逃しがある製品もあるようですので、装着したまま折り畳みをしたい方は、そちらの方が良い

でしょう。 

http://combatdoll.militaryblog.jp/e648819.html 

33 スピニングの場合ベイトに比べドラグが高性能のために 

ある程度の力の逃しができます。 

https://ameblo.jp/takasuna180/entry-12098035858.html 

34 ドリフトや逃しで誘って 50.5センチ・48センチ・47センチの 3連打！ 

http://getnet-fp.com/fishon-report-blog/7293/ 

35 クラッシュリリーフは合せ目両端部の逃しで組付け時の変形を吸収し、異物の排除にも効果があります。 

http://www.jalos.jp/jalos/qa/articles/012-S39.htm 

36 この根で散々捕り逃してる、こうなったら竹の棒みたいなヤツでも持ってこないと駄目かなと悔いの残る逃しでした。 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~mryoko/may/2007/2007.html 

37 王子駅から徒歩 30秒♪待ち合わせにも、終電の逃しにも大活躍のネットカフェ！！ 

https://www.hotpepper.jp/strJ000641885/course/ 

38 時計は疲れるわけではないから直結でも良さそうだが、ラチェット機構の空回り（または切り替えし）の部分はゼンマイがフ

ルチャージされたときの、ローターパワーの逃しに役立っていると思う。 

http://www.zencraft.jp/hitorigoto.php?num=4 

39 特に渡り釘、添え釘（ジャンプ釘）、命釘での下げ釘ではバウンドが低く、速度が早いので釘間の逃しに落下し始動口に絡みに

くくなるのが特徴です。 

http://blog.livedoor.jp/pachinkokanri/archives/15432834.html 

40 陣痛用のリストは、先輩ママたちに聞いてリサーチ。「痛みの逃しにこれは必要！」と言われているテニスボールは必須です。 

http://daikanyamastyle.jp/76 

41 昭和 42年に は、龍神林業崩壊の逃しに対応するため、担い手となる人材の堀り起こしに奔走す るかたわら、従来の個別指導

を見直し、住民総意で地域振興を図る指導体系を樹立 し、実施に移している。ま 

http://www.jawic.or.jp/case/kryutuu2-2.pdf 

42 この絵本「やさしいちゅうしゃ」をお読みになって、注射という身体的な痛みだけでなく、心の痛みの逃しにも広く応用して

いただけましたらうれしいです。 

http://myankoblog.seesaa.net/article/173095825.html 

43 フ ィ ル タ ー を 仮 止 め し て み ま す 。  

ゴ ム の シ ー ト を 帯 状 に 切 っ て 、 傷 予 防 と 制 振 、 そ し て リ ベ ッ ト の 逃 し に 使 い ま す 。  

http://punto1150.exblog.jp/17212448/ 

44 サイズ的に暴れん坊フッコサイズといった手応えだったが、貴重な一本の逃しに溜め息が出る。 

https://www.fimosw.com/u/liftedmaster/bbnrue5xtrgppw 

45 知る人ぞ知るマンガ喫茶です。価格も安く終電の逃しにはうれしい限り。安い値段で朝までゆったり休みたい人には是非こち

らがお薦め。 

http://placehub.co/lists/72107 

46 電力系なら逆起電力の逃しに逆向きのダイオードなんかも付いてると思うけど  

質問の時は具体的な回路例のアドレスでも貼ったほうがいいよ。  

https://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/denki/1482966029/ 
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47 その修繕も、タイミングよく行うと予算は抑えられますが、修繕時期を逃しと大がかりな工事になり予算も多くかかってしま

うこともあります。 

http://www.skj-lab.jp/article/13510638.html 

48 下流から上がってくるバスをジャスターホッグ 2.3 ダウンショットで待ち伏せ。逃しとシェイクで誘っての 1 本でした。その

後も粘っているとボクにもチャンスが到来！！ 

http://getnet-fp.com/fishon-report-blog/7293/ 

49 ただ、今回おこなっている個体は、フレームでの逃しと、タイトにしたノズルを純正レベルに戻してありますので、使用時の

注意点と、マガジンの相性を確認して頂ければ大丈夫だと思われます。 

http://combatdoll.militaryblog.jp/e587022.html 

50 下が iBが加工したものです。柱の逃しの断面形状はこうでなくてはなりません。マシニングセンターでダイアモンドツールを

使用し、図面のテーパー・直線・曲線 Rの指定に正確に従って仕上げてあります。 

http://ibg.seesaa.net/article/449530541.html 

51 ハンドルを切ると、キャリパー上部の逃しの為にパカっと開きます。 

http://zing.iwaisport.com/wp/html/trekworld_japan2016/ 

52 水素ガスの逃しのためか、密閉されてる訳でもありません。 

http://blog.ahh.jp/?p=9161 

53 小 型温水 ボイラや 電気温 水器 用のダ イヤフラ ム式逃 し弁 で、熱 膨張によ る 圧 力の逃 し や 減圧弁二次 側

の逃し弁として使用します。  

https://www.venn.co.jp/products/reducing_w.html 

54 その他にも金型作成に必要な逃しや角 Rを簡単に作図する機能や、抜き勾配を作図する専用コマンドを搭載しています。 

http://abkss.jp/products/2d/cadsuper01/ 

55 自由な動き、姿勢ですごし、足浴，半身浴・呼吸法によるリラックス、マッサージ・圧迫法による陣痛発作時のいきみの逃し、

痛みの逃しなどをしていきます。 

http://www.hinata-bokko.jp/inochi/jyosanin.html 

56 寸法取り・素材からスリーブ製作・内径メッキ・シリンダー内径削り落とし・圧入・面研磨・プラトーホーニングなど全加工を

含んだ価格です。排気量やスリーブの形状（スカートの逃しなど）によって価格は変わります。ご相談ください。 

http://www.ibg.co.jp/product/index.html 

57 流石に NSR用なだけにチェーンラインの逃しなどの加工一切無く（当然ですが）楽チンでしたｗ 

http://blog.goo-net.com/inomata/archive/105 

58 人の逃しまで叩くような真似するなよ  

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/net/1379951129/ 

59 点線Ｍｉｎは最少の噴射量ゼロの場合を示し、加圧開始から逃しまでの間供給口１８は切欠８に開口し、ポンプ室２０内での

加圧は行われない。 

60 二画面でできてるのでコメントの逃しは無くなりました：DVsモロキミ 

http://com.nicovideo.jp/live_archives/co1708652?page=45&bias=0 

61 GJ8マン第 7話『長良川鉄道が終電！！』ご覧頂けたでしょうか。 

サラリーマン歴の長い身としては、終電を逃した時のなんとも言えない徒労感が蘇り、ゾっとしましたよ。 

一瞬がんばって急いでみてからの逃しはもう格別ですね、徒労感に敗北感が大盛りでついて来ます。 

https://www.facebook.com/gj8man/posts/1887698221445279:0 

62 大当り時の V入賞の逃しは通常落ち 

最大 30分のラウンド進行にて休憩注意 

http://www.pocket.pachirinko.com/doratycom.chiebukuro.i.420.html 

63 弊社では、現地測量、設計、ご確認後の部材用意という方式のため、配管・電気配線の逃しはもとより、様々な寸法・形状で

製作が可能です。 

https://ls.ipros.jp/product/detail/23079002?hub=59+4411291 

64 スペーサーを外してホイールに合わせた写真です。 

干渉してダメですね…w 

純正ホイールの逃しは充分に逃げが有るので問題無かったのですが…w 

http://msnj333.hatenablog.jp/entry/2017/05/03/224750 

65 バンパー塞いどけばいいのにと思います。 

どうしても、あのバンパーの逃しはマフラーカッター付けて下さいと 

誘われているような気がして、つい付けてしまいました。 

http://gazoo.com/my/sites/0000986428/horibonpapa/Lists/Posts/Post.aspx?List=285c5114-67be-41f0-8ea2-

245400c8f087&ID=70&Web=44bbb368-013d-4ab7-a76e-0aaf0205a30e&public=true 

66 とはいえ、有力情報の逃しは痛いよな。。。 

メールは全てチェックするもんだね。 

http://pachinko.down-by-law.com/pachinko/2006/02/post_44.html 

67 肩ブロックは少し引き出せますが上方の切れ込みの幅が狭く軸の逃しはできません。 

http://hi-movable.main.jp/review/robots/robots_ms_unicorn-d_fa-ver/robots_ms_unicorn-d_fa-ver.html 

68 修羅で３０回雑魚線をやって少量の逃しはありますが、これくらい集まった 

http://ragunaromogumogu.blog.fc2.com/blog-date-201604.html 

69 カラーは差別なく掛った感じで、大物の逃しはフック「#12」が伸びて逃げた 

https://plaza.rakuten.co.jp/turijiji/diary/201501280000/ 
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70 それから、陣痛の逃しはダンナの手より、固いテニスボールを尾てい骨に置いて寝た方が、かなり楽でした。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2012/0119/476449.htm 

71 

 

これは効きますヨ･･ 

ホイールの逃しはホントギリギリです、5mm無いくらい 

http://strain2013.blog.jp/archives/6837337.html 

72 オイル系中心に食べさせる感じの一杯でしょうか。 

チャーシューは食べ応えありそうですね。 

限定今一歩のところでの逃しは、残念でしたね。 

https://ramendb.supleks.jp/review/1081374.html 

73 一応後ろのナンバー固定用フックの逃しはあるのですが、AZ-1はそのフックがバンパー一体の分厚い樹脂製で、そのままでは

取り付けできません。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/477320/car/440978/3581725/note.aspx 

74 そして、明日は電車の逃しは許されません(>_<) 

http://d.hatena.ne.jp/campanella-g/20110717 

75 アニメは、全部で 14話との噂ですのでアニメチェックインの逃しは、2回までしかできないです 

http://lineq.jp/q/57115000 

76 あとは戦闘自体を録画するという手もあるが、無料の録画ツールは総じてロゴが入るからな。 

その分決定的瞬間の逃しはなくなるか。 

http://kancolle.doorblog.jp/archives/50182100.html 

77 フレームマウントやマフラーのスイングアームの逃しは違うけどね 

http://futalog.com/176612132.htm 

78 ＶＷ車はサイドの曲げが 15～18mmぐらいあり、そのためＶＷ純正車載ジャッキの逃しは 23mmです。 つまり 5mmぐらい溝の底

部に食い込み、その結果塗料がはがれる。 

 http://wvw.hp2.jp/88newsarchives8.html 

79 ＮＰＢなら４万くらい  

Ｊの専用スタで３万ちょっとくらいのキャパで作ってほしい  

カープとかベイとか満員状態が価値になるといっても  

毎試合数千人の逃しは大きすぎる 

https://www.logsoku.com/r/2ch.sc/mnewsplus/1496542100/ 

80 襟タグには、IRON HEARTでも極厚のシャツにしか用いないブラックラベルを使用しています。マチ部分にも赤耳部分を使用！

ステッチの逃しもポイント。 

http://joarchitect.com/1QiZ92.php?LW96NGg4cT0ycmNuYy1kcnFxcXQ= 

81 メールマガジン配送始めました！ 

これで Tシャツの受注期間や在庫販売期間の逃しもナッシング！ 

http://www.suehirogari.net/ 

82 必見！！終電の逃しも大丈夫♪ 宿泊プラン(館内着＆仮眠室)プレゼント☆ 

https://www.hotpepper.jp/strJ000566109/course_cnod01/ 

83 レイほどの広域ではないが、前面に放射状に飛び散った槍が一切の逃しもなく範囲内にいる魔物を串刺しにして射殺した。 

http://ncode.syosetu.com/n8781cn/136/ 

84 レントゲンには大変映りにくく、骨折の逃しも多い外傷です。 

https://www.katahijite.com/shujokotu 

85 今度の逃しも絶対に成功させようと誓いつつ、次は山北へ行くようにとの指示。 

http://lamer.blog.shinobi.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E9%91%91%E8%B3%9E%E8%A8%98/%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%9B%BD%

E8%A8%98%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%80%80%E6%9D%8E%E6%96%8E%E7%B

7%A8%EF%BC%91 

86 本当にこれまで 

一体のイベントドロップの逃しもないので、まあ超悪のあるかぎりはこのスタンスを貫いていってさしたる問題はない。 

http://roadraago.doorblog.jp/archives/38063185.html 

87 リブフェンダーに合わせてセンターの逃しも作り、地肌はボツボツ荒くしあげ。 

http://brown-mc.jp/blog/cnt6584.html 

88 交換後はホールド感バッチリ！ 

背骨の逃しも有り、ロングドライブでも痛み、疲労も有りません。 

http://minkara.carview.co.jp/userid/2780231/car/2375860/8374815/parts.aspx 

89 ケ ー ブ ル の 逃 し も し っ か り あ り ま す 。  

https://moooii.com/life/stationery/3610 

90 

 

 

通常ののぼり旗とは違いスタイリッシュで風の逃しも最高の商品です。 

VANSとコラボ商品です。 

http://www.hisign.co.jp/works/works08 

91 オーバーフェンダーを止めるリベットの逃しもルーターで拡大しました。 

http://hobbycom.jp/my/ad588b0237/diaries/35544 

92 技というものは見せつけるものではないにしろ、やはり醸し出すような美しさを内在しているものだと思います。それが本当

に滲み出ていると感じます。 

それを逃すことなく真正面から写し取る、それも一分の逃しもなく。 
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http://ganref.jp/m/kitty-lemon/portfolios/photo_detail/bd3d55973ba5d652b26c770b7d9cdd7f 

93 それにタイヤの逃しも、わざわざ Rに合わせる必要がないというか・・・・ 

http://superzack.blog.fc2.com/ 

94 大野のテイルピースはオリジナルパーツで、特にガッチリ作られていて好感が持てますが、取り付け方は…^^;。勿論、ピンの

逃しも作られていませんし、いろんな所に隙間が空いてます。 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436728209845168&id=174297669421558 

95 タペットプレートのリターンスプリング用の逃しも、新製品のサイズなら、これで十分な逃し加工でした。 

http://combatdoll.militaryblog.jp/e642447.html 

96 言われてもわからないかもしれませんが 

同系色の糸でものすごく広範囲に補強を入れて、 

力の逃しも考えてあるのでタフに着用する方でも 

ギアとして愛用いただけます。 

http://naoshiyaberberjin.blog16.fc2.com/blog-date-20170302.html 

97 ビデオカメラの撮影だとアクションの逃しも無いからイイですね～ 

http://blog.livedoor.jp/kigurumi_jpinfo/archives/1915269.html 

98 ナンバー灯の逃しも前回同様につくり長めにしてあります。 

http://bettysteelworks.blogspot.com/2011/06/ 

99 これでダイレクトな衝撃を多少緩和し、締め付ける時の逃しも兼ねようかと。  

http://www.henteco.sakura.ne.jp/freo/index.php/category/vanvan?page=5 

100 赤トップの特徴であるトップブレード先端の逃しも忠実に再現してます 

http://ameblo.jp/etwasgolf/entry-11053287165.html  

101 森島が出てくれて良かった！パスミス、トラップミスでいい流れを切ったりしてたから。改善の逃しもないし。 

今までよくやってくれたが、エースとして今一つ足りなかったのが残念 m(_ _)m 

http://i.z-z.jp/kl.cgi/h178trinita/13127/ 

102 前回は電波への逃しも甘かったよねー 

https://matsuri.2ch.net/test/read.cgi/soccer/1498392744/529-n 

103 確かにハセフェイのボールジョイントは成形不良の逃しだと思ってぶっち切り生まれて初めてパーツ請求しました 

https://twitter.com/aizer32x/status/852146355694731264 

104 北海道のはるるんだよ(((o(*ﾟ▽ﾟ*)o))) 

かなり久しぶりのコメだけどお許しください 

ブログ 201回おめでとう www 

恒例の逃しだね www 

http://blog.nogizaka46.com/kana.nakada/2012/07/006056.php 
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44．「臨み」に関する用例 

番号 用例 

1 

 

前回王者ドミニカが決勝 Rに臨みを繋げた！ 

https://www.facebook.com/sportsbull/posts/1866305066984158 

2 

 

クライマックスシリーズ最終戦に臨みをつなげた巨人石井の一打 

http://wadainonewsnew.at.webry.info/201210/article_10.html 

3 

 

今田竜二、逆転勝利の臨みをつなぎ最終日へ 

http://blog.livedoor.jp/golfex1/archives/1203307.html 

4 

 

それを見て、コーナーにいた僕にキャプテンがパスを出した。最後の逆転の臨みをかけて、スリーポイントシュートを放つ。 

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO13475430Y7A220C1000000?channel=DF210220171917 

5 「なんとかしないと・・・」という思いから情報商材に臨みを託したのです。 

その商材によって得た知識と手法（スイング）を持って FXに再トライ。 

https://www.grid-trading-systems.com/company/profile-failure/ 

6 

 

男子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米オープンは現地時間１８日に最終日を迎えた。３日目を首位と６打差１４位タイで

終え、最終日に逆転の臨みをつないだ松山英樹は、８つのバーディを取る猛チャージでスコアを６つ伸ばし、トータル１２

アンダー２位タイで大会を終えた。 

https://sports.yahoo.co.jp/column/detail/201706190003-spnavi 

7 山から望む私たちの街は、本当に美しい街でした。学区の東側を流れる北上川は、日和大橋からゆったりと太平洋に注ぎ、

揚々と臨みを抱かせる海に面した山は、石巻の顔であり、私たちの自慢の風景でした。 

https://news.yahoo.co.jp/byline/katoyoriko/20160311-00055291/ 

8 

 

タイ戦で臨みをつないで、でもまだ負けられないという試合だったので、ほんとうに最後勝ち切るまで集中

して気持を切らずにやろうと思ってコートに立った。  

https://www.jva.or.jp/index.php/topics/20160520-1 

9 

 

1試合目は NTTコミュニケーションズシャイニングアークスが九州電力キューデンヴォルテクスを破り 2ndステージのグル

ープ A進出に臨みをつないだ。 

https://rugbyjapan365.jp/%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0/%E3%80%8C%E3%83%97%E3%83%A9%E

3%83%B3%E9%80%9A%E3%82%8A%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%BE%8C%E5%8D%8A%E5%8B%9D%E8%B2%A0%E3%81%A7%E3%83%91%E3%83%8A%E3

%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%8C%E6%9D%B1%E8%8A%9D%E3%81%AB%E5%8B%9D%E5%88%A9%EF%BC%81%E4%B8%8A%E4%

BD%8D%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E9%80%B2%E5%87%BA%E3%82%92%E6%B1%BA%E5%AE%9A 

10 

 

彼らもそこに臨みをかけて参戦してくるだろう。 

https://www.188188188188b.com/ja-jp/news/122016/esports-championship-series-season-2-finals-preview 

11 

 

今回の新作は、そんな麻の素晴らしさをより多くの方々に味わっていただきたく、彩りも薄茶を配した淡いブルーを採用。

この初夏こそ、麻の登竜門に、麻混作務衣でお臨みを！ 

https://www.samue-e.com/blog/ 

12 

 

最終戦に臨みを繋ぐためにも絶対に負けられない、この試合。勝つのは、どちらのプレイヤーだろうか？ 

http://archive.mtg-jp.com/eventc/finals09/article/002168/ 

13 

 

第 14位は荒正義。瀬戸熊とは対照的に残り２試合しかない。次節は１戦だけの出場だが、是が非でもここでトップを取り、

最終戦に臨みをつなげたいところである。 

http://www.ma-jan.or.jp/title-fight/japan-series/26053.html 

14 

 

CL予選突破の臨みを掛け、北京を迎え撃つ！ シトシトと冷たい春雨が降りしきる４月７日。 

http://www.urawa-football.com/archive/urawa-dog/this-week/page/85/ 

15 

 

敵地での第 1 戦は 1-2 で敗れたものの、FW ジェイミー・バーディがアウェーゴールを獲得し、この試合

に臨みをつないだ。  

http://web.gekisaka.jp/news/detail/?211442-211442-fl 

16 

 

ともに 5 アンダーの 5 位タイで終えた丸山茂樹をプレーオフで破り、 2 年連続出場への臨みを繋いでいる。 

http://news.golfdigest.co.jp/search/?qs=%E7%9F%A2%E9%87%8E%E6%9D%B1&page=21 

17 違うな、風間一族＋庄子が甲府戦後に解任されることが「普通」のサポーターの臨みだ。 

http://i.z-z.jp/kl.cgi/h178frontale/5975/ 

18 

 

なお、日本戦の前に開催された U-17アメリカ代表と U-17ガーナ代表の試合では、ガーナが見事な追い上げを披露し、アメ

リカに 2-1で逆転勝利。勝点でアメリカと並び、逆転でのグループ突破の臨みを最終節につなげました。 

http://www.jfa.jp/news/00011131/ 

19 

 

明日の中華台北戦を勝利して最終戦の中国戦に臨みを繋げたいところです。 

さて、今日の日本戦を振り返ります。 

http://okao-golab.seesaa.net/article/442195878.html 

20 転 写シー ルでそ の臨 み を叶え て しんぜ よう  ～！  

http://pinkpinko.exblog.jp/22899046/ 

21 

 

西郷たちに大きな臨みをかけていた士族たちは政府に対して、ますます強い不満を持つようになりました。 

http://1950rekisi.blog.so-net.ne.jp/2014-07-11-8 

22 

 

これで吹っ切れたのか 2 試合目はフィジカルの強い相手に 1-1 から最後にエース櫻田が決めて勝ち点 3 を獲得、最終戦に

臨みをつなげる結果に。 

http://www.futsalhouse-hagi.com/?p=6512 

23 

 

元気がないパナソニック、来週は試合がないため、ここ 2週間で修正を図り残り中盤戦以降に臨みを繋げたい。 

https://rugbyhack.com/2016/09/17/topleague-31/ 
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24 

 

最終戦に勝ちプレーオフへ臨みをつなげたいコラソン強豪湧永製薬と対戦しました。 

http://www.qab.co.jp/news/2013021841283.html 

25 

 

実はその前に幾つかの資格講座を受講しましたが納得いかずモヤモヤしていました。 

そんな時、あそびうた音楽協会のブログを見つけ、臨みをかけてみたい！ と決断し受講しました。 

http://asobiutamusic.sakura.ne.jp/ 

26 

 

従ってあなたはどこに居ようとも、神聖なる臨みを経験することが出来ます。 

http://rorjapan.com/%E8%81%96%E9%9C%8A%E3%81%AE%E4%BA%A4%E3%82%8F%E3%82%8A/ 

27 

 

2試合目にかすかな臨みをかけて戦いました。結果は 2-2の引き分け！成果が大いに見られた試合内容でした。 

http://www.12sp.jp/sagefc/coach-blog/ 

28 

 

最後の決戦に臨みをかけ、徳川の本陣に切り込むことを決意した幸村。 

http://ohmon.net/archives/591 

29 

 

またビッグカメラグループの店舗では、発売日当日に抽選販売も予定されている。予約が出来なかった人は、最後のチャン

スに臨みを託してみては？ 

https://app.famitsu.com/20161006_857339/ 

30 

 

しかし、その後はＤＦ澤村、白川、上田を中心に全員が連動した守りを見せ後半へと臨みを繋げた。 

http://www.hondalock-sc.info/archives/20100817_112141.html 

31 

 

Ｖ・レギュラーラウンド 1 位の豊田合成トレフェルサ、同じく 2位の東レアローズが 2 連勝し、ポイントが 10 で並びまし

た。逆に 3 位だったジェイテクト STINGS は、豊田合成、東レに連敗しパナソニックパンサーズに抜かれて 4 位に転落。地

元・広島で 2連敗した JTサンダーズは、ファイナル 3への進出に臨みをかけます。 

http://www.vleague.or.jp/news_topics2/article/id=16491 

32 

 

グループ内の上位 2カ国を確保するか、3位となってプレーオフに臨みをつなぐのか、である。 

https://www.soccer-king.jp/news/japan/national/20160413/430446.html 

33 

 

終盤は、相手の監督の退席、オフサイドの判定が覆って相手に 2点目のゴールが記録されるなど、荒れた試合となりました

が、最終的に３－２で勝利を飾り、グループリーグ突破へ臨みをつなぎました。 

http://www.urawa-reds.co.jp/red-voltage/2013/04/24/ 

34 

 

これは天国に臨みをかけて２ゲームで捨てられていたモンハン月下。 

さて行きましょう。本日も自分の右手を信じて。 

http://kenbou1007.com/monhanzenpen/ 

35 

 

この試合前の時点で、パワーが 3勝 1敗 1分の勝ち点 7で公式戦を終了し、単独トップに立っていた。橋本としてはこの越

中戦に勝利して、パワーとの Bブロック代表決定戦に臨みを繋げたい。 

http://boku-pro.com/news/view/11736 

36 秋採用に臨みをかけることもできるので就職留年を決めた場合でも、秋採用には応募しよう。 

http://www.careerhigh.jp/entry/2017/06/22/220000 

37 

 

22m手前ほぼ中央で得たペナルティーゴールを No.12ティモシー・ラファエレが慎重に決めて、6－7と 1点差に詰め寄り前

半を終了。後半に臨みを託す。 

http://www.rugby-kyushu.jp/topleague/2016-2017/h280917level5_report.html 

38 

 

メダルレースの前の日は、意地の１、２、３でフィニッシュし、マレーシアとタイとの差を縮めて最後の逆転に臨みをかけ

ました。それでも届かなかった国枠でした。 

http://jsaf-osc.jp/cn03/pg03_156.html 

39 もしくは、薬やサプリに頼らずにマッサージや鍼灸によって、自然回復力を挙げる事に臨みをかけるのも最適です。 

http://afrikan-art.com/kannwa.php 

40 

 

「この数週間、数ヶ月間と特に変わるところがあったわけではないさ。残り２試合で勝利をおさめなく

てはならないということ。そのために戦うよ。もちろん最終節に臨みをつなぎたいのでね」  

http://kicker.town/ingolstadt/2017/05/53269.html 

41 

 

いつもブログをご覧頂きましてありがとうございます。  

ワールドカップギリシャ戦を引き分けで終え 

最終戦に臨みをつないだザックジャパン!! 

http://blog.at-scelta.com/bannister_m-pacela/coordinate/21463/ 

42 ミケルは夜通しウイルス性胃腸炎に苦しめられていたが、今朝のミーティングでは回復に臨みを繋ぎつつスタートするこ

とにした。 

http://www.cyclowired.jp/news/node/199246 

43 嫌われるかもしれない。結果それも苦しみをもたらせるかもしれない。 

だが、明確に自分の意志を表す心地よさはあるのだから。 

極端ではなく、その場に応じて相応しい臨みで良い。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13113965553 

44 

 

受験科目 - 3 - でなくても、授業の予習と復習はバッチリ行い、定期試験には最大の準備をして臨みでよい点 を取ること

だけはして下さいね。 

http://www.kairin.co.jp/akio/essay/2010/2012.3.PDF 

45 

 

ルールは BO3（1試合中 2バトル先取すれば勝利）の 2リーダー制、両方のデッキで 1勝しなければならないものでしたが、

harさんは、現環境トップの強さを持つといわれる「エルフ」と、圧倒的なコントロール性能を持つ「ビショップ」を選び、

大会に臨みでした。 

https://sv.j-cg.com/news/19 

46 日曜劇場「流星ワゴン」・・万全の布陣で臨みでヒットが期待された 
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https://matome.naver.jp/odai/2142406615541767601 

47 

 

主君たる秀吉の臨みである実子秀頼を後継者とし、 

更には元後継者候補であった秀俊（金吾・秀秋）の安全が担保された形で身の立つように。 

http://ncode.syosetu.com/n2394dm/1/ 

48 「その厳重さはお祭りにおける御所作やご研究の態度にも現れています。私自身がお仕えさせて頂いて、陛下は日本のどの

神主よりも御所作が厳格ですし、そのお祭りの意義或いは沿革について詳しく研究された上でお臨みであると拝見させて

頂きました。御即位後、伊勢の神宮に行かれたときにも、御所作について念を押され、ご下問になる。その厳格さに私は思

わず感嘆し、きっと天照大神様はおよろこびでいらっしゃるなあと感じました。」 

https://ameblo.jp/amethuchihajimete/entry-12280594837.html 

49 ノルンの臨みで、「なりきり士」として困っている人々を助けろとのこと。  

ディオは断然やる気を見せ、メルもエトスも一緒に行くことに。  

この「なりきり士」というのが、このゲームの根幹となるところみたいですね。  

http://mistdailylife.blog81.fc2.com/blog-entry-763.html 

50 あの頃の自分はまさにイップスにかかっていて 

パターに使った額は 100万以上。。 

なのにほとんど克服できなくて、、、 

そして最後の臨みでこれを使ったんです。 

そしたら 2パットが連発し、スコアは-10打に…?! 

https://g-live.info/?p=22848 

51 同族に理解者のない存在が、同族ではない存在に理解者を見出した。それは奇跡のようだった。自覚すら過ぎた臨みであっ

ただろう理解者への渇望、異質な存在への絶え間ない興味、そして最大の。 

「旦那の頭とオレの力があればなんだってできるよ！とびっきり COOLなこともね！」 

「その通りです」 

 力を得た。 

http://0131-ryu.doorblog.jp/archives/4111115.html 

52 

 

石川議員だって北海道１１区で、１１万人を越える有権者の支持を得て当選して、初の通常国会に臨みで議員として活動する

予定だった現職の国会議員です。 

http://blog.livedoor.jp/hanatora53bann/archives/51996744.html 

53 愛三工業レーシングからは西谷泰治と盛一大が残りました。先頭に 2人が残ったことで、区間優勝への臨みがぐっと高まり

ます。 

http://www.aisanracingteam.com/teamblog/2012/09/99-2012-3.html 

54 勘違いしないでほしいのは、社会で成功できない奴の最後の臨みがマーケットではないということだ。 

http://kawasegekko.com/2016/09/26/%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B/ 

55 勝てば、準決勝に臨みが繋げられた、大事な一戦。 

http://www.xn--8dsoxh92gv4owod.com/entry/2015/11/20/141125 

56 それで今日に臨みが続き、９９年以来の優勝となった。 

https://www.shonan-

rikkyokai.com/%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88-%E5%90%8C%E5%A5%BD%E4%BC%9A/%E7%AB%8B%E6%95%99%E3%82%B9%E3

%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E4%BC%9A/%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%917%E5%B9%B45%E6%9C%8828%E6%97%A

5-1/ 

57 これすらも、私の中にはりさ子さんへの舞台への臨みの一つであります。 

https://ameblo.jp/cradle86/entry-12300993181.html 

58 私たちは満ちる喜びがある神様の臨みの中で生まれ、限りのない楽しみのある神様の右にキリストと共に住まいます。 

彼が神様の臨みの中にいて、そのときにみことばを悟ったからです。 

http://rorjapan.com/%E4%B8%BB%E3%81%AF%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%82%92%E6%A5%B

D%E3%81%97%E3%81%BF%E3%81%A7%E6%BA%80%E3%81%9F%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/ 

59 そうですね。過去数年の臨みの無いシーズンに比べたら今は楽観視してもいいのかも。 

http://blog.livedoor.jp/feb1205/archives/52076333.html 

60 すべてを壊して、次の臨みにつなげたい。 

http://gakushikan.info/%E3%81%A4%E3%81%B6%E3%82%84%E3%81%8D/%E3%81%98%E3%81%B6%E3%82%93%E3%82%92%E3%81%93%E3%

82%8F%E3%81%99%E3%81%93%E3%81%A8/ 

61 私は父の中で、私の未来が明るく安全であることを知っているゆえ、いつも共に居られる父の臨みに愛を享受します。イエ

ス様の御名によってお祈りします。アーメン 

http://rorjapan.com/%E4%B8%BB%E3%81%AF%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%AE%E4%BA%BA%E7%94%9F%E3%82%92%E6%A5%B

D%E3%81%97%E3%81%BF%E3%81%A7%E6%BA%80%E3%81%9F%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/ 

62 一縷の臨みに賭けた 決死の戦いに挑んだ。  

http://sendaifc.com/blog/258.html 

63 アクシズの臨みには接近させん！ 

https://croudia.com/search/voices?voices=%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%82%BA 

64 けど僅かな臨みと復活を信じ、アイシング、低周波治療、超音波治療、酸素カプセル・・・少しでも回復に良

いと言われるものは全て試し治療に専念した。 

https://www.polar.com/ja/about_polar/news/sr_103113 

65 石渡正志 「個人的には初日よりプラスでしたが、トップとは昨日よりも差がついてしまい、１人浮き状態でもありかなり
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難しい戦況になってきました。 

一縷の臨みと言えば、直接対決で４回戦ということだけで、とにかく大きなトップを取り、トップ者をラスにしないといけ

ない。 

http://archive.ma-jan.or.jp/title_fight/10dansen28-fin03.php 

66 あくまで外と内であり、他と中ではあり得ない。 それが主客転倒の真意の通じない行いであることを、半ば知った上で、

臨みと覗きは行われる 

http://yourei.jp/%E4%B8%BB%E5%AE%A2%E8%BB%A2%E5%80%92 

67 市場は人々の思惑、臨みとは逆方向に新たに舵を取る 

http://ethicalhedonism.blog.fc2.com/blog-entry-164.html 

68 哀れな姫と哀れな王の哀れな臨みと哀れな平和 

http://blossom0326.blog25.fc2.com/?m&no=493 

69 油は聖霊を象徴し(イザヤ 61:1)、神の油注ぎは聖別、聖霊の臨みと関係があり… 神の人として区別して、使命を与える

意味で使われています。 

http://www.tkjbc.jp/bbs/board.php?board=board23&page=1&command=body&no=7 

70  補足質問は回答後何日以内にほしいという、一回答者の臨みや感覚や目安に合わせるのなら、この質問に回答した回答者

全員のリストを作って、毎回チェックして補足質問するつもりでいるの？できないでしよ、億劫な性質なんだし。 

https://qanda.rakuten.ne.jp/qa7923151.html 

71 自分は一人で生きている訳ではない、少なくとも家族は自分を必要としてくれているという実感が死への臨みから遠ざけ

てくれた。 

http://blog.livedoor.jp/skechonpp/archives/51110118.html 

72 今回の道教委の構えといいますか、そういう臨みからすると、当町としては、今のこれ からの卒業生の入学状況等を毎年

100人前後とする町内の中学生の卒業生徒ですね。そ 

https://www.akkeshi-town.jp/file/contents/538/6326/h20-4honkaigi1211.pdf 

73 怒りをもって臨みはしない。 

http://ccj-ogaki.org/preach/20170507.html 

74 時間は逆転するのにギリギリ残されていましたが、最後の攻撃は不発に終わり、このままタイムアップ、そして関西大学の

リーグ３連覇の臨みは絶たれました。 

http://www.ueseien.jp/column/backnumber/bn2012_02.html 

75 残りの臨みは・・・握手会のみ・・・ 

https://plaza.rakuten.co.jp/kirara2005/diary/201109160000/ 

76 豊臣氏では、秀吉の子秀頼が大きくなれば 

家康も政権を返すだろうと考えていましたが 

その臨みも無くなり 

非常に徳川氏を恨むようになりました。 

http://1950rekisi.blog.so-net.ne.jp/2014-06-20-8 

77 ただ、一縷の臨みもなくはない。 

http://d.hatena.ne.jp/uh19830119/20140417/1397690357 

78 万が一、勝利できれば決勝進出できるという臨みもある。 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/pc/article/NPC/20070606/273636/?rt=nocnt 

79 栄花の臨みも齢の長さも五十年の歓楽も。 

http://www5.plala.or.jp/obara123/u1201kantan.htm 

80 うちはずっと負けられない。勝っていけば臨みもあるやろ？ 

https://www.nikkansports.com/baseball/news/p-bb-tp0-20130917-1190529.html 

81 カウントダウン開始は時間の問題かもしれないが、一縷の臨みも見えてきた。  

http://npn.co.jp/article/detail/55125953/ 

82 雨と桜の舞い散るなか、声高々に臨みも高く。 

さぁ、野球を本気で楽しもう。 

https://www.facebook.com/sugiichino1/photos/pcb.1215723558546657/1215710735214606/?type=3 

83 あまり効果も無かったのですが、 

最後の臨みだと思っていた、そこももう引っ越しで打ちきりです。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7354667.html 
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45.「履き」に関する用例 

番号 用例 

1 異邦人は、ただ靴を販売するだけではなく、本当の靴の履きをサポートするお店です。 

http://minakusa.shiga-saku.net/e282957.html 

2 あと、腰のパンツ部分のパーツの履きを浅くしてみたんですが、あんまり変わんないですね。 

http://www.ab.auone-net.jp/~iwancyu/cmtanntai.html 

3 そこで質問なのですが、入学式には体育館シューズ(スニカー？)を履くのでしょうか？それともふつうの履きを履くのでしょう

か？  

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13105347408 

4 ブラジルビキニの特徴は、先ほども書いたように生地が小さいんです 

そして、ボトムの履きが浅いけど、いやらしくない 

http://ameblo.jp/body-atelier-breath/entry-11301279626.html 

5 ペタンコの履きが浅いバレエシューズなので、肉厚の中敷を敷いても、履き口の後ろの部分につけるゼリー状の調整を付けても

パカパカしちゃう。 

http://laolaoharutan.seesaa.net/article/174116685.html 

6 まだまだ靴下の履きがあまいですね～。 

苦にならないようにがんばります！笑 

http://shop.plaza.rakuten.co.jp/841t/diary/detail/201010110000 

7 男の子は靴の履きが荒いので、しっかりした物でないとすぐ駄目になってしまいます。 

http://review.rakuten.co.jp/item/1/255154_10008875/1.1/ 

8 更に、靴下履くの苦しい⇒靴下の履きが甘くなる 

⇒足が蒸れる⇒足が臭くなる 

http://kunerucamp.naturum.ne.jp/e1391013.html 

9 光学スリムドライブ付ける際は、お約束の PATA→SATA の変換基盤を使いますが、SATA コネクタから出るケーブルの取り回しが

まったく考えられておらず、コネクタ部分の履きが長いものを使うと、すぐ後ろに鎮座している HDDに当たってしまい、組めま

せん。 

http://review.kakaku.com/review/K0000011886/ 

10 昨日は 冷えとりくんを 8枚とカバーソックスを 履いていたのですが 

家では ちょうどいいと思っていたものの 歩くと靴下の履きが足りず 

靴の中で踵が抜けるので つま先に力を入れないと 

靴底の踵を引きずる感じになりました。 

http://www.rakuten.ne.jp/gold/841t/iframe/re/mo/lca02.html 

11 定番チノやデニムの履きがやみつきになってしまった方には次のパンツとしてオススメなデニムとなっております。 

http://pulseeye.blog133.fc2.com/blog-entry-156.html 

12  ビーナスフォートのアウトレットとかショートブーツの履きが好みならば１つは持っておきたいところです。 

http://micrazing.com/rebeccataylor/saifu-neko.html 

13 キュートなデザインとフワフワの履きが魅力！ 

スリッパの収納に便利な巾着袋付き。 

http://www.goodselect-life.jp/50-slipper/keitai-slipper.html 

14 一応革が使われているようで、特にタン部分が窮屈に感じるので、自分の足の形にフィットさせるにはそれなりに履きを必要と

すると思われます。 

http://svnl.exblog.jp/9962903/ 

15 私は運転用に履きを置いてあります。運転時は靴を履き替える。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16217819/ 

16 パンツはローライズのものがおすすめです。ウェスト周りは、紐やら肌襦袢の裾やらで大混雑しています。履きが深いものは脱

ぐときも着るときも大変なので、浅めのものが楽に過ごせます。 

http://www.s-lemmings.com/paji/list4015.html 

17 足の小さい私。サイズ豊富のこちらを見つけ早速 21.5 を購入しました。履きが浅いので歩くうちにかかとがパカッと外れそう

になりますが、履き心地の良さは抜群だし疲れにくいので大満足です。 

http://www.wacoal.jp/product/disp/CSfLastGoodsPage_001.jsp?GOODS_CD=WFN070&SEASON_CD=14AW 

18 素足ではくのはキツイので初めは靴下の履きで良い感じですよね。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8-%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%91-%E3%8

2%B5%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%AB-%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%A4%A9%E7%84%B6%E7%9F%B3-27-28-5/dp/B00M8XWI6G 

19 レザーを内張りされております。 

長時間の履きでレザーが柔らかくなり自分の足形を残してくれます。 

http://the-rising.co.jp/?action=item_detail&id=1484 

20 玉川温泉の湯の花配合したスリッパということで、本当アイデア商品という感じですね。 

普段の履きで使えるようなシンプルなデザインだから健康志向の方は使ってみたらどうでしょう。 

http://tamagawa-hotspring.com/slippa.html 

21 ナチュラルなキャンバス素材の持ち味を活かしたスタイリッシュなルックスのスニーカー。インソールとのカラー使いも魅力的

で、浅めの履きと通気性抜群なので夏場のレジャーや様々なシーンで活躍し、デイリーユースの定番として重宝する一足です。 

http://kakaku.com/item/S0000783109/ 
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22 極上の履きと心地クッション性、へこんでも元に戻る足跡のつかない復元性を高次元に実現した特殊仕様です。 

http://www.eternel.info/?p=4249 

23 スニーカーの履きの縫い目がほつれてしまいました。靴の修理屋さんに行けば直してもらえますか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13155738463 

24 まるで靴を履いているような糸系のベビーシューズ♪  

室内での履きのルームシューズとしても、お外でフェイクシューズとしても使えてとってもかわいい♪  

https://www.amazon.co.jp/dp/B00W4YE75O/ref=asc_df_B00W4YE75O2279168?tag=kakaku-subtag-

22&ascsubtag=23B71881bb990419cd80000000000303003000_B00W4YE75O_b6dae8c8b22046baae21087c0bb531bf0&creative=9575&cr

eativeASIN=B00W4YE75O&linkCode=df0&me=A3KS3A89D1YJJ0 

25 素足に触れている内側は心地良いシルク。靴に接している外側はコットン。 

冷え取り最適な素材の組み合わせにより 1足で 2足の履きの効果を得られます。 

http://www.jewlinge.com/item/1647.html 

26 しかし、正直値段ほどの履きの良さはありません。 

https://www.sports-ws.com/item/F171AD0874.html 
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46．「離し」に関する用例 

番号 用例 

１ ベイダーならスワイプ後の離しが反応しない事はある 

http://tumutumuworld.blog.jp/archives/1066083960.html 

２ 

 

さらに、REVIVE USBからは 1msに一度しか信号を送っていないにも関わらず、同じタイミングで２つのキーの離しが検知さ

れているのが謎です。 

http://a-desk.jp/modules/forum_module/index.php?topic_id=56 

3 （４）紙の離しが悪い、二枚差しが多い。シリンダーが何回も紙をたたく。 

http://www.shoei-folder.co.jp/manual/trb-1.htm 

4 ②こての離しが低速だと、ちぎられる部分の温度が急低下する。 

http://bonkote.co.jp/wp-content/uploads/10-56.pdf 

5 

 

EX技の出にくさはもうひとつあって、 パンチ・キック、異なるボタンが混ざっていると絶対に出ない。 

ということは中足 EX波動で中足の離しが EX波動の入力に引っかかってると出ない。 

http://blog.livedoor.jp/yasujinrai-ken/archives/43113290.html 

6 「工工四だけ見ててもだめなわけさ。ちゃんと耳で聴かないと」「指の離しが早いから 1音１音が切れる。もっとつながるよ

うに弾きなさい」 

http://www.amaken.jp/nambu/17/01.htm 

7 ｱｸｾﾙを開けずにｸﾗｯﾁを徐々に離していくとｴﾝｼﾞﾝ音が弱々しく成ります、(出来ればｴﾝｽﾄするﾀｲﾐﾝｸﾞを覚えて下さい)、そのﾀｲ

ﾐﾝｸﾞで少しｱｸｾﾙを開けてｽﾀｰﾄして見ましょう、ｱｸｾﾙを開けてｴﾝｼﾞﾝが回り過ぎる場合はｸﾗｯﾁの離しが不十分です、ｱｸｾﾙを開け

てもｴﾝｽﾄするならｸﾗｯﾁを離し過ぎています 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1464485229 

8 ●問題行動の原因として・・・・・・１ 母親との離しがはやい（誕生から生後２ヶ月は母親や兄弟と一緒にいたほうがい

い。 社会性が身につかないまま成長し、しつけが身につかないことがある。） 

http://schit.net/takanezawa/jhkitatakanezawa/index.php?page_id=0&block_id=188&active_action=journal_view_main_

detail&key=jo4hhcpxj-188&post_id=583&comment_flag=1 

9 和実、かおりとは幼馴染。真面目に練習しているが馬手の離しが遅く、矢筋がよれる癖があるため和実には一歩劣る。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B2%E3%82%89%E3%81%B2%E3%82%89%E3%81%B2%E3%82%85%E3%80%9C%E3%82%93 

10 赤の初見クリアは中〜上級者ならばいける。ブレイク後のサビの上下連続押しは、しっかり指を跳ねさせないと二段目のパ

ネルに接触する。テンポに惑わされて指の離しが曖昧になると、二段目接触がズルズル引きずってスコアが伸びない。 

https://www26.atwiki.jp/jubeat/pages/271.html 

11 

 

そして、3回目の試遊もダメダメでした（；＿；） 

やっぱり自分、ロングの離しが少し苦手なので、かけごえパートのそこで goodを出してしまって。。。 

http://songbird030203.blog.fc2.com/blog-entry-21.html?sp 

12 その代わりに、あの棒を振って、来るべき時に備え、体を鍛えています、私的には、どうも、左手のグリップが弱いようで、

このために右手に力が入りすぎて、指の離しが遅れるようです、左手に意識して投げてみてください、少しは改善するかも 

https://ameblo.jp/takap1013/entry-11735240227.html 

13 もう何回アドバイスしたかわからんが、自分なりにやったやつだと  

3つの単押し部分に注目して、長押しの方は視界に入ってればいい感じに  

で、1回目の単押しは同時なのは分かると思うが 2回目の単押しから長押しの離しが 8分音符分ズレてる、  

同時→単押し２→ちょっとずらしてロング離す→単押し３、こんな感じでやるといいとおもう 

http://xn--h9jya6d7a2jxb1dc4w.com/archives/2603361.html 

14 1つ前のロングノーツの離しが怖いの「こ」の部分になります このロングノーツの離しを 1つ目として 8分で 2回刻みます 

半拍(8 分 1 つ)置いて、その後は全て 8 分で刻むリズムとなります 動きが複雑なだけでリズムは 8分音符しかないので理解

できればいけますよ！頑張ってください！ 

http://lineq.jp/q/19219574 

15 同時だとグドる  

実際ロングノーツの離しが単押しと 8分音符一個分ズレてるから 

確実に遅らせて離そう 

http://lovelive-matome.com/archives/36499509.html 

16 回転数があってないのとクラッチの離しが早いのだと思います。 

耳で聞いたエンジン音から大体の回転数がタコメーターと一致するように訓練するのと、どのくらいの回転数で繋げるとス

ムーズにいくか経験で身につけるしかないでしょう。 

https://okwave.jp/qa/q5663828.html 

17 レバー入力は速くても遅くてもダメで、弱Ｐ単体で離しをするのはボタン受け付けが長くて安定させ易いのと、連打で立弱

Ｐを出して連携してもいいからです 

http://sdgsm-nikki.seesaa.net/article/408257181.html 

18 

 

シフトキーを押しながら CAPS LOCK キーの押し・離しをすると正常に反応します 

http://dxlib.o.oo7.jp/cgi/patiobbs/patio.cgi?mode=past&no=2617 

19 さく乳口に母乳がたまったときは、本品を乳房から離し、レバーの握り・離しを数回行い、母乳をほ乳びんへ流してくださ

い。 

http://www.richell.co.jp/pdf/baby/20941.pdf 

20 セパレートタンクタイプは、初始動時に燃料の圧送（プライミング）をしなければなりません。プライマバルブの握りと離し

を繰り返し、このバルブが硬くなったらオーケイです。 
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http://www.tohatsu.co.jp/marine/support/support/tabid/181/Default.aspx 

21 

 

こんにちは。現在 Unity を使いキーコンフィグを実装し、コンフィグしたキーで短押しと離しを検知したいと考

え以下のようなクラスを作りました 

https://teratail.com/questions/86625 

22 こちらの写真を見ると、添え手の手の離しを意識的に早めている打撃フォームに見える 

http://kzblog.seesaa.net/article/414964943.html。 

23 ①が原因の場合は、指の準備が遅いから。 

②が原因の場合は、指の離しを意識していないから。 

このどちらも指のバネが必要です。 

http://musestown.livedoor.biz/archives/51346942.html 

24 

 

あと、三拍目の離しを打鍵と同時に行うと、なんか途切れた感じがして、違和感があります（「ペダルは音色変化のためのも

ので、音を伸ばす為のものではない」とは、頭では分かっていても、気持ち的にはもうちょっと後で離したい様な気持ちにな

ります）。 

https://soudan1.biglobe.ne.jp/qa6733682.html 

25 

 

６．４と同様に行います。Ａ２キーの押し、離しで次の様に表示されます。 

file:///C:/Users/Luong/Downloads/201612261352007248.pdf 

26 ベンチプレスの要領でバーベルを持ち、肘を曲げないで、肩の出し入れのみ（肩甲骨の寄せ、離しで）5～10cm程度の可動域

でバーベルの上げ下げを 10～20回繰り返す 

http://www.musashijapan.com/sp/sports/contents/aikawa/contents21.html 

27 

 

※中 P を押しっぱなしにするのは、ボタンの離しで「 4」入力時にビンタが出てしまうのを防ぐため。 投

げ間合いは若干狭くなるが、後述の超移動捕獲よりは難易度が低い。  

http://gere.web.fc2.com/01_3rd/01/tec/19.html 

28 強 P が ヒ ッ ト し た 場 合 は P ボ タ ン の 離 し で 疾 風 の 溜 め 撃 ち が 連 続 ヒ ッ ト 、 強 P が ガ ー ド さ れ

た 場 合 は 疾 風 の キ ャ ン セ ル で 硬 直 軽 減 と な る 。  

http://wikiwiki.jp/3rd/?%A4%DE%A4%B3%A4%C8%28MAKOTO%29 

29 

 

ずらし押しでの入力とボタンの離しでの入力のどちらがいいのか迷っています。  

単純に反射のレベルが中足確認の域に達していないのか、   

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=140337&id=23514258 

30 操作性…よくなかったと思う事が２点。 

１つめはスタイリッシュに動ける（その分敵の攻撃もソウルシリーズに比べて早くて激しい）が、相変わらず☓ボタンの離

しで回避が出るということ。 

http://www.psmk2.net/index.php?r=site/title&title_id=97&db=2 

31 1手目で壁に当たってからも長押ししてからの離しで  

レウスの尻尾掴んでそのままレイアとテオ以外をなぎ倒して落ちた  

http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/handygame/1477061857/ 

32 

 

ナナシスのソロステージ、iPhone4S や iOS6 だと一定（5 千点くらい）までしかいかない的な不具合ないか？ てか、

good と Great で全然点違うのね。俺の環境だと、長押し後の離しのタイミングがタイミング良く離しても 2 秒後くら

いにエラー出るとかほぼ全て。 

https://twitter.com/ikarush/status/443759625892937728 

33 お～。久しぶりに晴れましたね～。作業しましょう。今日はフレームとバイク部分との離しの準備です。 

https://blogs.yahoo.co.jp/jcwdt424/7423950.html 

34 

 

設定したキーストロークの「#」は Windowsキーを表しており、「{TAB down}」でタブキーの押し、「{TAB up}」でタブキーの

離しに対応しています。 

https://www.pc-weblog.com/mousegesturel-ahk/ 

35 さらに、必殺技に対応していないボタンの離しも入力と認識されているため、やはり EX 技が出ない。  

http://gere.web.fc2.com/01_3rd/01/base/15.html 

36 

 

ロ ゴ の 字 体 は 文 学 イ メ ー ジ 風 ？ な の で し ょ う か ね 。  

構 成 は 、 結 構 な 頻 度 で 長 い ノ ー ト の 離 し と 同 じ タ イ ミ ン グ  

で 丸 い の が く る ヤ ツ で す 。 数 箇 所 、 オ ッ ト ッ ト な と こ ろ も 。  

http://uonome.exblog.jp/24496085/ 

37 

 

同一ボタンの離しと押しが 1 ﾌﾚ間隔だと後が省略される 

https://twitter.com/vs_ino/status/481729812529037312 

38 

 

長押しの離しとの 

やっぱ人それぞれなのな･･･ 

長押しを離すタイミングが掴みやすいからかえって楽だわ 

http://lovelive-matome.com/archives/loveliveaukufesu0903nannido.html 

39 離しは見て判ることが多いと思いますが、離れはご本人でなければわからないことです。 

離れを経験してみますと、それまでの離しとの違いがはっきり判るものです。 

… 

弦枕を無くして、ひねりを戻してですか。 

離しをするためにいろんな工夫があるのでしょうが、それらは本道じゃないように思われます。 

http://ecoecoman.com/kyudo/bbstec/2010042917464590.html 

40 アフナビの浮き具合がパないｗ＜アフナビ・PGP・ダンスタ・孤独 
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そこで切れるなら長押しの離しと次の押すが 

同時にできてないからじゃないですかね？＜「もふもふ」か「ど」 

夢夢夢がフルコンできたなら、スキ・キライ地帯もできるんじゃないですか？（何）＜PGP 

http://ornitier.blog.bai.ne.jp/?eid=214116 

41 レバーの握りをゆっくり行うとたまりやすくなりますので、レバーの握り・離しは等間隔の  リズムで 2～3 秒以内に行っ

てください。 

http://www.richell.co.jp/pdf/baby/20941.pdf 

42 ⑤こての離しは引きちぎられ部の温度低下を防ぐため素早く行う。 

http://bonkote.co.jp/wp-content/uploads/10-56.pdf 

43 

 

それも書いてある。「シフトキーの押し・離しは文字端末では検出できないために、汎用性がありません。」とそういうこと

だ。 

http://d.hatena.ne.jp/eclipse-a/20081124/1227518100 

44 取り懸けの場合、指の長短や扱っているゆがけのサイズによって離しは異なります。ただ、離れで何かしらの不正が出てい

るときは、「中指で親指を押さえつける力」が強いことから生じることが多いです。 

http://rkyudo-riron.com/category417/entry120.html 

45 ボールの素早い離しからスムーズに速攻につなげる 

https://wellness.sfc.keio.ac.jp/v3/pc.php?page=syllabus&course=1970&semesterHidden=20085 

46 ポイントに隠れ家・根があるので最初は強引に底から離しからやり取りします。 

その後はドラグを使ってゆっくりと。 

http://heishinmaru.sblo.jp/article/61027534.html 

47 再度、自動運転にて実施し、着床完了（離しまで自動で終了したがステップ自動完了できず） 

https://www.nsr.go.jp/data/000109804.pdf 

48 

 

こういうの探してました！マウス、マウスパッドの組合せによって結構ボタン押し→離しまでにポインタの位置がずれちゃ

うようになってどうにかならないかなあ？と思っていたところここにたどり着きました 

http://sumishiro.blogspot.com/2015/03/pointclick-ver100a.html 

49 

 

キーの押し・離しまで仮想的に再現できます。 

使い方やサンプルは検索すればたくさん見つかるでしょう。 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7256126.html 

50 把握機能の準備として支持する，支持とつかみ・離しや回内，回外を交互に組み合わせ変化をつけ，練習を繰り返していく． 

http://www.dokkyomed.ac.jp/dep-m/reha/noukekkan/noukekkan09.html 

51 実際には、写真のこのような移動車の中に、自動車のシュミレーターのようなものが 2台、横並びに置かれていまして、 ハ

ンドルの動きやアクセルの踏み・離しなどでいろんなテストを行い、診断されます。 

http://www.hanayoshi-sakura.jp/publics/index/4/page18=3/detail=1/c_id=18/type014_18_limit=5 

52 錬士あたりになると、離しと離れの区別がつくようになるらしい。  

ただ、本当に離れているというより、離しに見えないような離しをしているのが、実情のようですね。  

https://mao.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1328950335/l50 

53 本来離れは離しではなく離れだ。  

離しをしているものこそ、天皇杯を狙うべきも無い。  

矢が的へ飛んで行き、正規の残身が出れば、既に暴発ではないりっぱな射なのだよ。  

もう、不出来な射としての暴発は、俺には無い。  

https://www.logsoku.com/r/2ch.net/bullseye/1252771333/ 
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47．「放し」に関する用例 

番号 用例 

1 一回相手の放しをガードしてしまえば相手に「放しは通らないよ」といった意識付け、更に痛い確反から再度薔薇起き攻めへと

ループができ、ぶっ放しのリスクから開放される恩恵は多大です。 

https://www55.atwiki.jp/dyken/pages/36.html 

2 元旦は無料公開で丹頂鶴の放しをする日です。大変な人出でした。 

http://blog.goo.ne.jp/kokakuyuzo/e/2e1440f6fb4e3cf559293580817a1298 

3 犬も放任の放しをする人が多い。  

http://www.pointtown.com/ptu/poitto/topic/5793262/view.do?shown=all 

4 この日、彼のメッセージによって、悔い改め、罪の放しを得るために バブテスマを受けた者は、3千人ほどであった。彼らはま

ず、使徒たちから教えを受け、交 わりをし、教会生活を歩み始めた。 

http://kyoritu-net.com/igmtoku/worship_memo18.html 

5 それは罪の放しを説いた福音書に基づき， パウロを継承したアウグスティ ーヌスの仕事である。 

http://jsmp.jpn.org/jsmp_wp/wp-content/uploads/smt/vol25/1-25_imamichi.pdf 

6 船尾と船首が適宜に離岸したため、船首スプリングラインを放すため ロープを緩めてステベにスプリングロープの放しを命じ

た。 

ステベは直ちにロープを外しに掛かった瞬間！ 

 ロープが張り、ステベは海中に転落しそうになった。 

http://www.h-shipping.com/index.php?Blog%2F2014-09-03 

7 

 

母が狼狽の放しを冬になるとよくします。どんな花が咲くのかいつごろ咲いてくれるのかたのしみです。 

http://review.rakuten.co.jp/item/1/214030_10010837/1.0/ 

8 以下のようなごく一般的なコトバすら、ヒネってくださる。一週間でした→一種浮かんで下渋谷支店→支部や視点恋の話をして

いる→鯉の放しをしている 

http://pompido.cocolog-nifty.com/essei/cat12891718/index.html 

9 ドラの放しが早いですね。 

http://xn--9ckkn2155h3li.jp/?p=1025 

10 こんな時は大体、握り手の肘が下がっているか、ロッドのティプが下がりすぎている時もしくはラインを掛けている人差し指の

放しが遅い時である。 

http://kami555.naturum.ne.jp/e367104.html 

11 １次側の放しが強烈で絶縁破壊するみたいです。 

コイル冷却ﾊﾞﾂｸﾞﾝにするか、ＤＹＮＡなどに要交換です。 

http://www4.rocketbbs.com/741/pastlog.cgi?id=big1&mode=view&tree=189 

12 二人とも球の放しがギリギリ遅いから、バッターには球の出所が分かりづらい。球速もスピードメーター以上に速く感じる。 

打者は、これ打てないかも今シーズンは。やったね！勝てる 

http://de-baystars.doorblog.jp/lite/archives/45836378/comments/7781358/?p=2 

13 日本人の殺生観として、自分で飼えなくても、どこかで生き延びて欲しい、ということから河川や池への放しが行われている場

合はあると思います。業者が大きくなって商品価値が下がる段階で大量に放置する場合もあるかのように言われています。 

http://101sunny-side-up.blog.so-net.ne.jp/2014-10-26 

14 それにもかかわらず、罪の放しの宣言のきわめて大きな恩恵の故に、また、それとならんで恐怖せる良心に与えるその他の効用

の故に、告解はわれらにおいても保持せられる。 

http://www.wjelc.or.jp/office/credo/augsburg/ 

15 私は茸、山菜採りに近郊の林や山を歩くが、人家が疎らになるとよく野犬の群れがたむろする姿を見る。中には農家の放しの飼

い犬も交じっている。 

http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/52620251.html 

16 でも、70を越した今は毎朝の犬の庭への放しや庭掃除そして飲み水の交換・犬の糞処理と 1時間汗びっしょりに成ります。・ 

http://blog.goo.ne.jp/mahigos/e/de7fa06e91ead475bd0fb8f59a97b838 

17 以前からこの大型犬の辺野古魚港での放しは問題になり、地区の人々から怖がられたという。 

https://blogs.yahoo.co.jp/yoshi2_99/34326434.html 

18 公園内には犬の放しは禁止されていますので子供と一緒にならないですね。 

http://blog.goo.ne.jp/ottchsan1886/e/e976eded07a1610f7afddba7ebbca5cb 

19 私の住んでいる所は森も無く公園や小さな林でも犬の放しは禁止です 

普段から山岳でのトレーニングができません 

http://www.gunsmith.jp/hunting.htm?11219 

20 犬の放しは安全安心のドッグランワンダフルで！ 

http://wandaful.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_63b8.html 

21 もう猟犬の放しは禁止にした方がいいな殺人が起こりそうなんだが 

https://www.logsoku.com/r/2ch.net/newsplus/1258982332/ 
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48．「貼り」に関する用例 

番号 用例 

1 たばこや油などで壁紙が汚れていませんか？当店の壁紙は糊付けをしてお客様にお渡しするサービスもありますので、ご自分

でも簡単に壁紙の貼りができます 

http://shop.vivahome.co.jp/stheme_14_4.html 

2 ポスターの貼りが美しくないのが気になってしまった件。フレコミボード…。 

http://twitpic.com/42s5zi 

3 本商品は「再度利用する場合、粘着面のシリコン剤がとれてしまうことがあるので再利用は推奨しておりません」との説明書

きがされており、実質一発勝負の貼りが求められます。 

http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00ECHR2M6 

4 

 

★ひとつマイナスなのはカラー部分の貼りが若干甘かった為。この価格なので、 

塗装だったらいいのですが・・・ 

https://www.frenchdrop.com/detail?id=403 

5 デカールの貼りが甘いと、スプレーの圧ではがれたりすることもあるので、新調に上塗りしていきました。 

http://d.hatena.ne.jp/flyman-hm/20131225/1387952019 

6 ○素材がオレフィン樹脂の為に焼却時に有害物質が発生しません 

○インクジェットメディアやマーキングフィルムの貼りが容易です（表面平滑性が良い） 

http://www.midorikawa.co.jp/product/product_041-045.htm 

7 鎧関係はテクスチャの貼りが粗いので遠目に見よう(´･ω･`) カジートとの約束だ 

http://naaaaikikvicnvicn.blog.fc2.com/blog-category-13.html 

8 ングテープの貼りが充分でなかった為、ボデー色が 回りこんでしまい、後に筆で赤色を塗りました。 

http://www011.upp.so-net.ne.jp/kiderakokusai/re2.html 

9 やっぱり新職の武器は鎖鎌ですね。したらば見てたら動画と画像の貼りがあった 

http://sakuragumisadobu.blog91.fc2.com/blog-entry-400.html 

10 さらに、重ね貼りが複雑な上部。星座の貼りが一番苦労したかなあ 

http://yaplog.jp/moko_leo/archive/17 

11 ポスターの貼りが甘く胸の部分が浮いていたらしい。 

http://11220802.blog.fc2.com/blog-date-201305-1.html 

12 ③裏地の貼りがあまい。 

④文字部分がずれている。穴もあいている。 

http://fructidor.exblog.jp/d2013-11-16/ 

13 特長は外板の貼りが上出来な点です。私の制作品の中でも、秀作の部類に属します。 

http://www3.kct.ne.jp/~hara_saize_353/hansenn4.html 

14 

 

船首から側面 

このあと、船名ステッカーの貼りが待ってます。 

http://blog.goo.ne.jp/tenshoumaru/e/721cb8b13dacdb21931f9fdc10012c8d 

15 真っ正面からだとすこーししかかわりがないかなーｗ 

無駄に貼りがどれ位なのか気になったのもあって削ったりもしてみた。 

http://ameblo.jp/nao-guitarist/ 

16 これはホログラムの貼りが難しいので企画倒れになってしまったタイラバみたいな物です。良く釣れましたが・・・・・ホログ

ラムが 

http://marinebait.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-8401.html 

17 3.裏地の貼りが少し粗かったり、革の仕上げが均一でなかったり、よく言えば職人仕上げ 

http://puchic.exblog.jp/i11/ 

18 ディープブルーで自分の行動順を遅らせ、そこからナルシスミラー、バジリスク、と繋ぐ想定のストレージ。ただ、ウデへの

貼りがスムーズにいかない。 

http://yaora.sblo.jp/article/68897858.html 

19 最初はシールの貼りが甘かったりパーツの装着がゆるかったりなどのミスが目立ったが、友の助言やライバルとの戦いで大き

く成長し、ガンプラマイスターとしての道を突き進んでいく。 

http://dic.nicomoba.jp/k/a/%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E6%88%A6%E5%A3%AB%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%93%E3%

83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BA%20%E3%83%93%E3%82%AE%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0g 

20 丸亀ならうちわの貼りがあるね〜 

http://459ch.com/public/life/T210182/578d.html 

21 ★下敷きはテープの貼りがない 

面の方を上にして使用します 

http://www.shodoraku.jp/html/page13.html 

22 その数回の貼りが俺の心に潤いを与えてくれているのは間違いない 

http://new.bbs.vkei.net/test/read.cgi/men/1364215116/-1120i?guid=on 

23 実は鎧は作るのは初めてでした！ 

いやぁー…ラリッサの貼りが汚い。まだまだ修行不足！ 

http://punyacielo.blog.fc2.com/ 

24 空手の練習をしているシーンで、相手の顔を模したボール紙が何度やってもガムテープの貼りが甘くて突きの瞬間に落ちてし
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まうのは、計算ではなく本当にガムテープの粘着部が弱いせいで、これは一発ＯＫにした。 

http://www.kyotocinema.jp/column/monthly.php?no=30 

25 現在、こんな感じ。ごまかしてますけど、髪の毛の貼りがまだ薄くて微妙にハゲです・・・ 

http://blog.livedoor.jp/springsnow_haruyuki/archives/33591250.html 

26 ナマ画像の貼りが一挙に減った 

活気があったあの掲示板が、見る影もない 

http://copipe.atgj.net/%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%83/?pageNo=19 

27 日に 1台で約 1万 5千本ほどの貼りが実行でき、人が行う作業は、骨挿し⇒検品⇒箱詰め⇒出荷とゆう流れに短縮できます。 

http://www.uchiwa-sensu.net/flow/spot.html 

28 9月 15日に注文をして今日 23日に届きました。開けてみると本体にある「ＤＥＬＬ」のロゴの最後の「Ｌ」の文字がはがれて

いました。交換可能でしょうか？ 

たぶん、交換可能です。 

シール？の貼りが甘かったんでしょう。 

「DEL」では「Delete」になっちゃいますね。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000535803/SortID=16396650/ 

29 フエルトの貼りが少し甘いところがあったり、アルマイト処理のムラ、打痕、スレなどがある場合が出てくるかもしれません。 

http://www.telescopper.jp/cgi/keitai.cgi?mode=item_s&id=MountAccessories&no=NO95TR90&sessid=nEJFXOU6KNVhU 

30 余った袋の縁を折り返し、少し引っ張るようにしてテープで数ヶ所ゆるみがないようにして止める。★下敷きはテープの貼り

がない面の方を上にして使用します 

http://www.e-unica.jp/colum/rmiradyefix.html 

31 このタミヤ製 1/72フォッケＤ-9は、会員Ｎさんの作品ですが、色調にデカールの貼りが大変すばらしかったでした。 

http://84434219.at.webry.info/200809/article_2.html 

32 下地はいつもの通り、バフ１色。ローゼンジデカールの貼りが毎度のことながらめんどくさい。下面のウッドはクリアオレン

ジで上塗りしている。 

http://www.geocities.jp/cv_aerodrome/aeroplane/model32.html 

33 汚れが拭きとられてないのが在るぞ。 

しかも、トイレの扉（木の貼りが剥がれた）傍だし・・・。 

http://tabelog.com/kanagawa/A1403/A140309/14009204/dtlrvwlst/5948308/ 

34 全ての商品お世辞じゃなくクオリティーが高く、カーボンパーツの生地の貼りが特に綺麗でして、ドアハンドルに取り付ける

ドアハンドルカバーなんて湾曲してて成型が凄く難しい場所ですが生地にシワや歪みがなく貼れていて絶対満足度高い出来栄

えです(^^♪ 

http://bond-mini.jp/diary/sb.cgi?month=200802 

35 ●ステープラーの貼りが透けて見えません。 

●背幅目安は約２ｍｍまで 

http://www.p-tano.com/015-3959/ 

36 あれ、左の方はみ出しちゃってますよｗ 

テクスチャの貼りがちょっと雑なようで。 

http://sekigan9.blog45.fc2.com/blog-entry-664.html 

37 友香里ﾁｬﾝ個人でblogも始めています!!色んなサイトでURLの貼りが問題にされているので貼りしませんが,｢livedoor｣でやｯています☆ コ

コに来た皆さんにも早く友香里ﾁｬﾝ本人からの｢元気だよ☆｣ｯて声を聞いていただけたら…と思います。 

http://x50.peps.jp/yukari0114goto/free/?cn=16 

38 甲板の貼りが完了です。甲板は縮尺に合わせて適度な長さに切り、互い違いに貼っていきます。 

http://www.ateliermac.com/CuttySark/Cuttysarkmk01.html 

39 キッチンは広々。さすが日本人が手がけただけあってタイルの貼りが良いです！ 

http://dreamction.blog.fc2.com/blog-entry-388.html 

40 かに、完成見学会に行きましたがクロスの貼りが甘いように感じました。あと、予算によって使う資材などを一緒に考えてい

くそうですが建てられた方はどのような断熱材などを選ばれたのでしょう？ 

http://www.e-kodate.com/bbs/thread/71747/ 

41 写メの著作権は私に有ります。お持ち帰り頂く際には一言お願い致します m(_ _)m 

他への貼りがない限りは持ち帰ってもいいので笑 

http://estar.jp/.pc/work/novel/13595702/%EF%BE%88%EF%BD%B2%EF%BE%99%EF%BE%81%EF%BD%AF%EF%BE%8C%EF%BE%9FBOOK 

42 上記、資産登録ラベルの貼りが不要の場合は複数の個数カウントで指定できる。 

https://www5.tsc.u-tokai.ac.jp/kaizen/kaizen2003/uchida.pdf 

43 メガハウスのルービックキューブシリーズはシールの貼りが雑なんですが、このミラーブロックスはシールがシルバーという

こともありシールの浮きなどがよりいっそう目立ちます。 

http://pocketnews.cocolog-nifty.com/pkns/2008/10/rubiks-9ac9.html 

44 PLANEX 2ポート急速充電>URLの貼りが良くわからん・・・  うちもノートPCクーラー用の電源として使っています。  

http://naotendo.blog96.fc2.com/blog-entry-1224.html 

45 トラック横には凹凸があるが、今回は凹んだ部分に緩衝材をつめて全体的に平面にすることを怠っていた。また緩衝材がほぼ

一番上までつめてあり、また、ガムテープの貼りが浮いていた。 

http://www.wasa-birdman.com/?p=852 

46 PLANEX 2ポート急速充電>URLの貼りが良くわからん・・・  うちもノートPCクーラー用の電源として使っています。  

http://naotendo.blog96.fc2.com/blog-entry-1224.html 
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47 それに、テープの貼りが甘くって、空気が漏れてた。 

http://numbers2007.blog123.fc2.com/blog-entry-755.html 

48 確かに冬場の寒い時期はパッチの貼りが悪いのは確かですが、それでもプロは失敗しないものです。 

http://www3.hp-ez.com/hp/bicycle/page14 

49 村上さんの箱作り、それは一言で言うと「愛」です。 

職人さんが一個一個丁寧に作り上げていく箱は紙の貼りが美しく、繊細。 

http://dougakan.net/%E5%AB%81%E6%97%A5%E8%A8%98%E3%80%8C%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%AE%E4%BA%BA%E9%96%93%E

5%9B%BD%E5%AE%9D%E3%81%95%E3%82%93%E3%80%8D/ 

50 海外製品では商品の品質管理の考え方が違う事もあり、梱包、ペイントやステッカーの貼りが雑であったり、傷や擦れ、錆が

付いていることが多く見られますが、これらを不良品としては扱ってはいません。 

http://www.bmxcave.jp/info 

51 私は看板製造・事務をしています。だから、町の看板を見ると｢あの看板は手抜きだな」「○○円くらいでつくったな。」「カッ

ティングシートの貼りがうまいな」などと見てしまいますね。 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2012/0430/503682.htm?o=0&p=14 

52 内側ナイロン、四つ角の”貼り”が甘いので、手で押さえた 

・ロゴの貼りも甘い気がする 

http://rimowa2sn.blog.so-net.ne.jp/ 

53 印刷、打抜き、機械での貼りを一貫作業で行います。 一般的なパッケージだけではなく、4 面貼り、6 面貼りや宅配用パッケ

ージの貼りが出来ますので、特殊なパッケージ製作も可能です。  

http://www.daieishikou.co.jp/product.html 

54 総工費は百万貫を超えていたといいますから、現在の価値に直して、どれくらいのものですかね？ 昭和 62年には総額７億５

千万円をかけて漆の塗り、金箔の貼りが行われています。 

http://kita-ku.jugem.jp/?eid=535 

55 窓にはハーフミラーのシールが貼られているが、シールの貼りが雑で、気泡が入っているのが気になった。 

http://www.yksonic.com/kidoairaku/2008/1114tamachi.html 

56 プロが仕上げてくれるので、ラベルの貼りが甘いといったこともなくオススメです。 

http://watchmoviesfinder.com/archives/30 

57 しばらくアルミ貼りをしていない状況でしたが、なんとか製品レベルの貼りができました。 

http://kurimuku.blog17.fc2.com/blog-entry-13.html 

58 去年夏から制作していた NSX のリヤハッチですが 12 月にポリカの貼りが終わり仮付けで OK！それからダクトを加工して付け

てもらうのに九州から営業さんが来て打ち合わせしたんだけど、ちょっとイメージが違うんだな！ 

http://www.blogmura.com/profile/01185770.html 

59 型やコンセプトやバランスなどは０１Aデッキ made in USA と同じなのでクオリティーは問題なしですが、比較した場合の違

いは表面やエッジの処理がややザツ、デッキテープの貼りがやや甘い、デッキテープのグリップ力がやや甘い、重量が約１０

０ｇほど重いなどが挙げられますが、サーフィンの上達のためのイメージトレーニング用のサーフスケートとしてはまったく

問題なく活用していただけます。 

http://the-bluesurf.com/acc.htm 

60 キスぷれの時も思ったけどシールの貼りが酷い！ 

窓部分のデザインがジャガー達と同様のちょっとリアルなものに替わってます。 

http://morinon.blog.shinobi.jp/Page/24/ 

61 クリックで拡大です。 

ガムテープの貼りが汚いです すみません 

http://kamenihito.blog.fc2.com/page-2.html 

62 我が家の娘が 3歳の時に作ったものです。 

折り紙を折って貼って持ち手をつけていました。 

テープの貼りが雑なのですが、持ち手をつけるアイデアがＧＯＯD！ 

http://youzikyouzai.com/48/87/002619.html 

63 真空パックに穴が空いてる  

しかもそれを隠すように変な位置にシールが貼られていた(シールの貼りが甘く剥がれてヒラヒラ落ちて穴発覚) 扱う製品が

食品(しかも肉)なんだからこういう事されると困る 

http://rim27.exblog.jp/14466192 

64 実を言うと、これは逆鱗部屋に限らない事なのですが、クエの貼りが遅い部屋主だと、私はマイトレやマイガーデンへ行って

います 

http://ezoshika.blog116.fc2.com/blog-entry-920.html 

65 もしかしたらヒートシンクと PC ケースの絶縁が足りてなくてショートしちゃったのかもしれません(ビニールテープの貼りが

甘かったかなぁ） 

http://ksr110.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/xpc-sg33g5-gf94.html 

66 以前はもう少し車番の貼りが雑かったのですが 

http://moririnbo500.hatenablog.com/entry/2013/09/02/142009 

67 画像の貼りが上手くいかん…そのままじゃ小さいから別ウィンドウで開くようにとか出来ないんですかね…？ -- 

http://wikiwiki.jp/diablo3blizz/?%A5%B3%A5%E1%A5%F3%A5%C8%2FPatch%201.0.7%20Preview 

68 愛知県名古屋市 現在３９９歳の「はち丸」さん（左） 

さくらッピーも「はち丸」さんのように長生きできるかな 
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最近、打撲が数多くあり、シップの貼りが多くて困っています 

http://sakurappi.shiga-saku.net/e347996.html 

69 加工済みの画像は少しありますが 各ｽﾚｯﾄﾞの貼りが出来ませんので復活するまでお待ち頂ければと思います。 

http://2.dbbs.to/res.php?id=kq1295&sb=4&rs=23&ps= 

70 グラスを洗って、よく拭いて、この時期だと、お湯で洗うとマスクの貼りがよくなる。（生地を温めると接着が強くなる）  

http://watabewaza.exblog.jp/i21/ 

71 膝上スカートが遂に登場！ 

ツイル素材の貼りが合って形崩れしにくいです！ 

http://coen-blog.jp/9024/2937 

72 右のノルヴェジェーゼは１９９８年ローマのショップで購入したラッタンジ最初の靴。当時はコバの張ったノルヴェジェーゼが多く、同じ

値段でもコバの貼りが強いUチップのオスロではなく、セミブローグのものを選んだ。 

http://cobbler.txt-nifty.com/blog/2007/12/post_530f.html 

73 あ、シールの貼りが甘いのは制作者の腕が悪いだけなので気にしないように。 

http://blog.zaq.ne.jp/cauliflower-sh/article/169/ 

74 で、やはり、ホームボタン部分の貼りがズレたのは、結構ツラい。 

http://ntfmhr.blogspot.jp/2013/12/iphone-5s.html 

75 この箱ね、中（内側）もティファニーブルーの紙が貼ってあるげんよ（！！）でね、箱の貼りが実に素晴らしい・・・ブランド

品の箱はやっぱちごぞいね。 

http://kazudesign.exblog.jp/17978092 

76 まずは自分用を作ってみるのですが、今回は接着芯の貼りが…イマイチ。 

生地を変えて作ってみた方が良さそうな。 

http://cotcotcot.exblog.jp/1296 

77 商品についてはキーにフット感がよく見た目が良くなりました。 ただ両面テープの貼りが少ないような気がしました。 

http://global.rakuten.com/en/store/secondstage/item/900829/?s-id=borderless_recommend_item_en 

78 高さが高い場合は、上下面の貼りが浮いた状態になります。逆に低い場合は  

 ダンボール箱が搬送されない，もしくは搬送中にスリップします。  

https://www.nittocs.co.jp/move/manual/manual_file_M2007102609030282315.pdf 

79 インロー式の箱で、中にはもう一段金色の貼りが施してあります。少々値段は貼りますが豪華に仕上がります。 

http://lequipedeniko.cocolog-nifty.com/niko_cafe_and_sweets/2009/07/post-d9a2.html 

80 黙々とカットと貼りを時間内にこなし～ 

お直しする所もなく、とっても上手 

次回も楽しみ 

http://ameblo.jp/se-na-2/entry-11921919495.html 

81 デカール作成と貼りをやってました。まずは足りないデカールを CADで作ります。 

http://24rally.blog101.fc2.com/page-36.html 

82 そもそも違法にすべき虐殺動画の単純所持と貼りを！ 

http://r-2ch.com/t/cat/1370331248/ 

83 CDを焼いてくれて、なおかつ CDラベル印刷（直接印刷じゃなくて）と貼りをしてくれる安い業者を探しています。 

http://q.hatena.ne.jp/1248493828 

84 何度も同じカキコと貼りを繰り返す者がいるけど、  

やっぱりジイサンが多いだけにアルツハイマー患ってるのかな。 

http://read2ch.net/ojyuken/1395880598/ 

85 カスタムペイント業者でも塗りと貼りを併用する場合があるらしく  契約レーサー向けの本物とかは市販のレプリカと比べて

処理がえらい複雑。 

http://archive.2ch-ranking.net/bike/1346855044.html 

86 組みと貼りを平行作業してるの？  

http://www20.tok2.com/home/gunpla/kakolog/1187362795.html 

87 ストーンの貼りがまがっているのは、味デス。  

デコるのって、集中力と忍耐力がすごく必要！  

http://madame-room.jugem.jp/?page=1&cid=11 

88 未開封品アミューズメント商品です。 

箱に擦れキズ押さえ痕、箱にテープの貼りがある場合があります。 

http://buyee.jp/item/yahoo/auction/w99712909 

89 ドット欠けはないのだが、表面のグレアフィルム（？）の貼りが甘いうちの DG君。  

液晶保護フィルム貼るときに埃が入ったみたいな、微妙なフィルムの浮きが見られる。 

http://read2ch.net/hard/1223294551/  

90 きっちりマスキングしたつもりやけど、元々の 貼りがズレてるのか、すげぇはみ出てる('A`)。 

http://type920.cocolog-nifty.com/blog/2013/06/index.html 

91 帆布の貼りが綺麗！  

鋲でとめたんですか？？ とれないです？？ 

http://maxair.naturum.ne.jp/e1360112.html 

92 気になるのが内側のヌメ革アコーディオン部分で厚さが違うのと、上部折り返し部分の貼りが悪くめくれかかっていたことで

す。 
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http://xn--dck1bybk8dyfqa5d3d9615diesaeqdtt5n13za.net/obazawhoretto.html 

93 しかし、オプティマを見たとき心配していましたが、やはりステッカーの貼りがひどいです。 

http://team-avantewrc.seesaa.net/article/236853483.html 

94 UPした画像はキットの素組みになります。 

デカールの貼りがひどいですが我慢してください。 

http://blobloblog.plastic-stick.main.jp/?eid=966542 

95 塗る前にテープ貼ってピシッとしたラインにしようとしたのに、貼りが雑やったらしく隙間に染み出した

のを修正したりで二度手間の上にラインガタガタっていう。私ってほんまネイル向きの性格じゃないわ…  

http://ayalovesnail.blog.fc2.com/blog-entry-116.html 

96 裏の銀（かアルミか知りませんけど）の貼りが雑で、角度により歪みが生じ 

いくらなんでもこれはありえないだろう。。というような宇宙人に映るときがあるし、猫のミラーは欠けました。 

http://www.cosme.net/product/product_id/2876912/review/303952222 

97 メッシュテープの貼りが甘かったのか、シューグーを塗ると曲面部分が浮いてきた。 

http://7376817.seesaa.net/ 

98 ダイノックフィルムを貼り込んで行きます。 

曲面部分の貼りが腕の見せ所です。 

http://flex-akabo.seesaa.net/article/154783284.html 

99 ウレタンクリアー工程終了後に塗装面を眺めていると、一部ブチブチが出来ているではないか！！！多分デカールの貼りが弱

くてただれたかんじですかね(--;) 

http://volante.blog.hobidas.com/archives/article/138277.html 

100 トラックの荷台に大きなものを積んで、補強で縄を張るときに、結び目のところで縄の貼りを自在に緩めたりきつくしたり出

来る縛り方を見たことがあります。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1376578953 

101 ２度目の貼りを行います。 

http://www5.famille.ne.jp/~nozomi/tempera-haku-oki.html 

102 サイドグルア 

地獄底、底ワンタッチ等の接合部分や底部分の貼りを行います。 

http://www.kyoto-sennari.co.jp/advantages/advan02.html 

103 木材の表面だけに黒檀の貼りをほどこした製品です。 

http://www.joaf.co.jp/tyochin/bon-tyochin/meimoku-8/meimoku-8-.htm 

104 親ウキと小ウキの間がしっかりラインに貼りができ、アタリも出やすい！！ 

一見、仕掛が複雑な感じがしますが、逆で、この仕掛なら、入門者でも簡単に狙ったタナ攻略ができる仕掛なんです♪♪ 

http://www.johshuya.co.jp/shop/shop.php?s=47&no=184639 

105 “うん、よしよし”と丁寧に作業し、まずは１枚上がりと写真を表に返してバックシートの貼りを確かめた。 

http://d.hatena.ne.jp/katochan716/20110615 

106 

 

古い方の鯱は、大石神社の境内に置かれて子供たちの遊具となり、やがて朽ち果てていったとのことですが、台車のみは今も

曳山展示場で観ることができます。フェイスブックには「祖母が今の曳山の貼りを手伝ったと聞いております。」というメッセ

ージもいただきました。 

http://yoyokaku.com/sub7-160.htm 

107 しばらくの間日中の貼りをしようと思ったら出遅れてしまった  

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/akb/1396170789/l50 

108 カッティングシートやデザインシートの貼りを怒濤のごとくこなす職人です。 

http://www.nine-factory.com/prof/ 

109 先に貼ったテープ片の断面のところで、上にくるテープ片の貼りをいったんとめ、断面にそってつまようじなどでなぞるよう

にして、折りクセをかるくつけます。 

http://2d3droman.main.jp/masking/part8.html 

110 諸般事情と、貼りやすさを考慮してシートを分割作成してますが 

非常に貼りが難しいです！我こそは、という方以外はもれなく  

哀戦士になってしまいますので、お覚悟願います！！ 

http://engun.ldblog.jp/?p=2 

111 本日有楽町ビックでブルーの機種を触っていましたが、全く同じように eの文字の 

ロゴが剥がれていました。全体的に貼りが甘いのではないでしょうか？ 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000008812/SortID=9463693/  

112 封筒って何でも継ぎ目がありますよね。後ろの方に。 

封筒の継ぎ目って、「横」にある場合と「センター」にある場合があるのね。まだ他にもあるかもしれませんね。 

知ってる人教えてください。コレを【貼り】と言います。 

http://www.monkeychop69.com/2005/03/post-68.html 

113 抜群の貼りを生むグラスコンポジット素材 

http://www.naturum.co.jp/item/item.asp?item=2505753&kotohaco=1 

114 

 

管理している海猿親分からアドレスの貼りを許可して貰えました 

後程(夕方)書き込みをします 

http://4chan.nbbs.biz/?id=4chan&jun=0&kid=46157&scnt=0&rcnt=0&scnt=&s_pas=&host=&res=0&spw=&PHPSESSID=h7965gni88

28bgbjtsvcojj6d2 
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115 ↑の貼りを貼るところを間違いました。 

申し訳ありません。あと、 

連レスすみませんでした。 

http://pocketmonster.g-takumi.com/sp/bbs_detail.php?bbs_id=1816&page=2 

116 この度当部の HPを作りましたので、お手数ですがリンクの貼りをお願い致します。 

http://mt.advenbbs.net/bbs/yybbs.cgi?id=kanto15ren&page=10&bl=0 

117 表面の貼りを失敗しました。当初はかなり気泡が残っていたのですが、日に日になくなっていき一週間くらい過ぎたら気にな

らないくらいまで無くなっていました。  

http://review.rakuten.co.jp/item/1/224976_10019107/3.1/ 

118 長戸団扇の三代目。45 年もの間うちわの貼りを手がける一方、独自に草木染めを施した布で、両面布貼りのうちわ「風

布（ふうふ）」を生み出すなど伝統に縛られない新たな挑戦を続ける。 

http://www.bs4.jp/tewaza/oa/45/ 

119 とにかく面を貼っていきます。 

このとき、面の貼りを考え過ぎると手が止まりますから細かいことは気にしてはいけません。 

http://blog.livedoor.jp/spacehitudi/archives/2872984.html 

120 ラインの貼りを利用した 

超軽めのアクションが効果的のようです！！ 

http://www.point-i.jp/fish/blogs/view/25648 

121 あとはホッチキスの貼りを入れる 

パッケージもスリーブサヤを使っているケースが多いですね〜 

http://www.p-

fujita.jp/%E8%B6%85%E8%96%84%E3%81%84%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%82%B5%E3%83%A4%E3%81%AE%E3%82%B5%E3

%83%83%E3%82%AF%E8%B2%BC%E3%82%8A%E3%81%AB%E6%88%90%E5%8A%9F%EF%BC%81/ 

122 只今、全ての貼りを終了しました  

とりあえず板は閉鎖しませんし、スレも残します。ヤバいならサイト管理者が消すと思うので  

http://bannch.com/bs/bbs/372340/225733566?offset=60 

123 紙の貼りを科学のりで行っており、高級素材のデンプンのりに比べ墨の入りが中まで入り込みません。 

http://www.amazon.co.jp/%E6%9C%B1%E9%99%BD%E5%A0%82-%E8%89%B2%E7%B4%99-%E5%A7%AB%E8%89%B2%E7%B4%99-%E8%B1%86%E8%

89%B2%E7%B4%99-%E5%92%8C%E7%94%BB%E4%BB%99-%E4%B8%A6-10%E6%9E%9A/dp/B004LAKJV0 

124 市販のアワビシート、、、 

細かい曲げての貼りをすると、、、 

アワビ辺が浮いたり、、 

合わせ目なども、、、 

http://tightline.naturum.ne.jp/c20102339.html 

125 みなさんの熱い想い、深く感銘を覚えました。 いつかの日がくることを願って、また貼りを続けていきましょう 

http://mitikao.sakura.ne.jp/gogo/futaba.php?res=1179 

126 へアウエーの整備がよく行き届いていて大変綺麗なコースでした。グリーンのカラー部分の芝がないホールが多くあり早く芝

の貼りをお願いしたい。 

http://golf-jalan.net/gc01725/ 

127 お友達にオニバスの貼りをお願いし、３回ほどの失敗ののち無事に貼れて、Ｌｕｃｋ１４とＤｅｘ１０の数値がつきました。 

http://mabishin.blog.fc2.com/category2-4.html 

128 各種 WVGAサイズを貼る総合スレです 

ＷＶＧＡ＋サイズ以上の画像の貼りをお願いします 

http://s1.ibbs.info/thread.php?id=BOX&no=359 

129 前スレが落ちたので最後の貼りをサルベージしておくね。  

http://www.logsoku.com/r/net/1290037423/ 

130 続きの貼りを再開！ 

http://b.best-hit.tv/thread.php?no=19&guid=on&id=idl 

131 ガットの縦横の貼りを、指で縦横に広げてみると、 

やはり、K5 よりも、広がりやすいです。 

http://xn--zckzap1382f.seesaa.net/category/3291963-1.html 

132 登録する際には相互リンクとして、リンクの貼りをお願いします＊登録後、リンク切れや相互リンク状況を確認し削除する場

合があります 

http://www.ho-kago.com/home/data/link.html 

133 ヘッド部分です。ロゴデカールの貼りを失敗したものらしいですね。 そのほかにネックポケットに塗料が乗って凹凸があるな

ど 

http://flyingjpnn.blog117.fc2.com/blog-date-201002-1.html 

134 1/2といえど正確にはＬＵＮＡのオリジナルの６０％サイズのこの機体、できるだけ軽くしてみれば何とか、4ミリモーターで

も浮くのではないかと、もがいていおりマッスル、最初は主翼の貼りを 35ミクロン厚のミラクルフィルムで張ってみました、

このときのモーターはＤＩＤＥＬの４×8ミリ 10Ω でギヤ比は９；６０・１２：６０の大体１：３３の構成にＤＩＤＥＬ新型

30リポ電池、で、総重量４ｇぴったし。 

http://trhk.exblog.jp/pg/blog.asp?dif=m&acv=2006-01-01&nid=trhk&p=2 

135 緑シートの貼りを検討中です。 
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阿亮さんのブログで粉の落ちが記載されていたのでちょっと躊躇していました。 

いいシートが見つかればいいんですがねー・・・ 

http://marklin-nissy.blog.so-net.ne.jp/2011-09-04 

136 第 2回目は、FLANNEL SOFA の工場でソファの“貼り”を中心にソファのデザインもしている高橋宏太さんです。 

http://stylestore.jp/blog/user/T00757/110520136687/ 

137 今日、看板の貼りを行ってきました。 

11.4m×3m の看板でしたが、２人で１日で施工できました。 

http://blog.okikanban.com/?cid=25222 

138 会社へ帰ってくると明日からの仕事の貼りをしている最中 

高さ３５００ミリの板にインクジェット貼ってる最中、こちらは自立看板の改修ですな、どうやって持っていくんだ？さて今

週も忙しいぞ～～ 

http://70t.blog93.fc2.com/blog-category-15.html 

139 ＭＧ Hi-ν ガンダム、 

水転写シールの貼りをチビチビ作業中で、７割方完了。 

http://kerokerokero22.blog72.fc2.com/blog-category-43.html 

140 UVERworldの｢GOLD｣の貼りをお願いします! 

http://v.shame.jp/smp/videowatch.php?vid=aQ8YNypxyvI 

141 貼りを見て皆さんの意見はどうですか？  

技術でもメジャーが上だと認めてるとしか思えませんが  

http://tv.2chnews.biz/news/138774_490 

142 ここの貼りを待てばいいんだけど  

ブログ見にいっちゃう人がいるんだよね…  

まあ空気よめない人はどこにでもいる 

http://viva2ch.net/net/1342791143-200.html 

143 いつも支援いただきありがとうございます  

支援頂いた動画に関しては、確認後各スレッドに移動いたします  

また動画に関しまして、無修正･ポルノの貼りを禁止いたします  

http://m.mobilebbs.jp/threadbbs/thread/5835/51251 

144 芸術の秋なので感性くすぐる作品の貼りを期待しています。 

http://r-2ch.com/t/handygame/1329232547/ 

145 本日二度目の貼りをどうかお許しください… 

http://ugukan.net/php/mailbbs2/kako/mailbbs.php?page=2750&kakolog=mail_kako01 

146 朝、突然の突風でポールが倒れた音で目が覚めました。  随時ではないですが、時々突風が吹いているようです。  倒れた

ポールをかたし、ロープの貼りを再チェックしました。  突然の突風でタープが壊れては困るので、まだ朝早かったのですが、

起きることにしてコーヒーを飲み、朝食の準備を行いました。 

http://kou5963.cocolog-nifty.com/fish/cat6449592/index.html 

147 うちわの貼りを体験できるコーナーもあったので、丸亀うちわ作りに親子で挑戦してみました。  

http://drop-m.com/review-2011/utiwanominato-museum.html 

148 Rockさん 

いつも有難うございます。 

北斗で荒れ模様ですが Rockさんの貼りを見ると何だかホッとします。 

http://ppp.atbbs.jp/bikyakuna/page/410  

149 この工程では、主に医薬品・化粧品・健康食品など様々な業界のお客様に信頼と安心・満足して頂けるパッケージなどの包装

資材を素早く正確に抜き、「貼り」の工程へ送ります。 

http://www.kannaru.co.jp/shiki_kojo.html 

150 優雅な ESの焼きと貼りをお願いします、 メモ待ってます。 

http://mabinogi.nexon.co.jp/community/playerBoardContent.asp?sv=ma&ty=&st=&se=&dp=0&th=77956999&ix=77956&ai=7&p=

380   

151 アルミの角パイプにダイノックシートを貼ったものを 2 本立てる予定なので、シートの注文と貼りを別の職人さんに頼

むｗ(・ω・) 

https://twitter.com/kasumi_plus/status/291340312171933698 

152 自分でデザイン考えて、ショップさんに印刷と貼りを手伝ってもらいました！ 

https://twitter.com/Asaki_ggxx/status/415476227634241536 

153 でも ABを別々に塗っただけなら硬化しないから広範囲の接着作業でも時間を気にせず自分のペースで作業できますし、塗りと

貼りを時間を置いて作業できるので、都度塗っては貼る塗っては貼るを繰り返すより効率も上がります。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10106376100 

154 別ＩＤで叩きと貼りをやってることを「仕組み」と綺麗に言ってるなら  それは「欠陥」というのが正解。  

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/game/1392465622/266 

155 私は必要なページだけスキャナーにかけてデータで保存し、 amazon で売ってます。そのときにデータに雑誌名と

号数を表示するタイトルをつけて保存すると楽です。本当はスクラップしたほうがいいのかもしれないけど、お小

遣いを浮かせるのと、スクラップして整理と貼りをする時間がないので・・。  

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=17602334 

156 自慢できるタイトルがほしくて 2 年くらいかけて取った【エンチャントマスター】 ギルドの先輩とラビ D で焼きと貼りを一
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緒にしたのはいい思い出。  

http://devdell.blog.fc2.com/blog-entry-245.html 

157 夫と共に、最後の仕上げに、車にスキーを積み、平湯峠へ。 

雪の上を気持ちよく歩き、最後に、トランジッションでの作業のシール外しと貼りを含め、インターバルをした。心臓と筋肉

に刺激を与え、トランジッションでの流れも再確認した。 

http://chibi193.hida-ch.com/c50754.html 

158 パコカードのプロトタイプ２セットできました。カラーコピー厚紙貼りコーティング製。完成度がいまいちなので、もう少し

丁寧にカッティングと貼りをしないと販売できないかな。 

http://ameblo.jp/pacomatu/archive-201203.html 

159 思い出の品として、お持ちいただいていたほうがいいと思います 

それと、本物の重さとかがわからないと貼りをつかまわされる恐れもあります 

http://oshiete1.nifty.com/qa2429863.html?order=DESC&by=datetime 

160 新しい紙を貼るので通常２日から３日お預かりいたします。       

１日で剥がしと貼りを行うと枠からアクが出てしまい、とても汚らしくなってしまいます。 

http://hsozawa.web.fc2.com/       

161 土曜日にも劣化したボンネットフードインシュレーターの剥がしと貼りを行って、「コシがずっこけ（笑）」、昨日曜日はカラダ

中のイタいところに「タイガーバーム」塗って、一日寝込んでおりましたら、今朝はスッカリ蘇生したので、早くから、また別

のクルマ（２台）のインシュレーター剥がしを行って日が暮れました。 

http://microdepot.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/post-1386.html 

162 折角インクジェットで出力したのに、貼りを失敗して 泣く泣く出力からやり直し・・・ こんな経験をお持ちではありません

か？マトリクス糊は、貼りの失敗を減らせるメディアです。 

http://www.kanban-i.com/nyuko/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=3 

163 千年物やダンジョンの追加報酬の専用 ESは拾ったキャラでしか貼り付けが行えません。そこでお友達やギルドの方に貼りをお

願いすることになるわけですが、このような機会が今後益々増えそうですゴメンナサイ。 

http://gamall.exblog.jp/16933578/ 

164 下から裏紙を剥がし貼り付け。 左右から裏紙を持ち、上へ引っ張っては、表面は中央から左右外へと押して空気が残らないよ

うに貼り、また裏紙を持ち上へ引っ張っては表面は空気のはいらないように貼りを繰り返す。 

http://ameblo.jp/nao-clo/entry-11731889443.html 

165 そしてスーパーソニックブルーをようやく塗り終わり、遂にクリアラインテープを剥がす時がきた。これでうまくラインが出

ていれば拍手喝采だが、逆に貼りが甘くて塗料が侵食していたりするとブチ壊しになる。 

http://www.sabitori.com/weblog/?p=2423 

166 URL は直接アクセスできるよう、なるべくコメと一緒に貼りをお願いします 

http://mixi.jp/list_bbs.pl?id=4456287&type=bbs 

167 スレの作成依頼者が他人に貼りを依存しているのと、管理人である私が滝本沙奈にまったく関心がないためです。 

http://bintan.ula.cc/test/read.cgi/kohada.2ch.net/ana/1324289240/19- 

168 お客様のご都合で来社は難しいという事で、地元の業者さんに貼りを依頼されたそうです。 遠方の方は製作だけでも賜りま

すのでお気軽に声をかけて下さいね。 

http://ink-gentleman.seesaa.net/index-4.html 

169 保護能力と透明度は期待の通りのようですが、注意点としてはシート内に気泡が入らない様、落ち着いて端から貼りを決めて

行く事です。 

http://www.webike.net/commu/impre/articleShouhinList/530651/   

170 そのため、一つ一つ塗ってから貼りを繰り返していかなくてはならなそうです。ジェリカンなどはそれ自身が使われてできた

塗料の剥がれがあると思うので、別々に塗装する方がいいのではないかと思っています。 

http://warenabe.blog10.fc2.com/category5-50.html 

171 コールドマウント加工とは、各種両面テープを利用してゲーターフォーム・ベニヤ板・アクリル板・アートパネルなどへ使用

目的に合わせて各種両面テープで貼りを行う加工です。 

http://www.aak.co.jp/kakou/mount/coldmount.html 

172 先ほど、某所で貼りをおねだりしたものです。 可愛い猫さんですね。チャンネル登録させて頂きました。 ノンタちゃんを見

て癒されながら眠ります。 

https://www.youtube.com/all_comments?v=xuJ-DbD4-pU&lc=pniX2KgDHO_flBepE9u4uhfpFYjHxcQfeHebRFVwXOU 

173 ジュエリークロスは微細とはいえ研磨剤が含まれるため、長期間の使用で貼りを削り取る危険もあります。 

http://www.iichi.com/people/ashblue 

174 また薄いため？伸びが良すぎるので、切り文字で貼りを一回ミスったら、原形のまま剥がすのはほぼ諦めるしかないでしょう。 

水貼り溶液を若干濃いめで施行すれば、その辺は解決するのかな？ 

http://minkara.carview.co.jp/en/userid/480624/car/405854/3757300/parts.aspx 

175 障子を貼っていない状態での販売です  

当店で貼りを希望の方はお問い合わせください 

http://e-nobiru.com/detail_5351.asp 

176 当社ではシートのみご注文でお客様ご自身で貼りをされる方が多く 

参考にして頂ければ幸いです♪  

http://www.jo-design.jp/blog/index_3.php 

177 スタイロフォームの塊。 昼からは、まずはスタイロフォームを切っては、木工ボンドで貼りを繰り返し、こんな塊を造りまし

た。  
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http://plaza.rakuten.co.jp/thm/321206/?Paging=7 

178 このうちわですが、手作りで職人さんが一つ一つ作っているのをご存じでした？もちろん安く機会で作っているのもあります

が…そのうちわの伝統工芸師で貼りをされている「長戸 幸夫」さんという方を撮影させていただきました。 

http://blog.v-cube.net/archives/2009/01/ 

179 抜き型を必要とする形式ですが組み立てやすく大変ポピュラーな形式です。 N 式に比べ 10cm 以上の深めの箱に向いていて、

構造上サイドに貼りが一ヶ所あり、畳んだときに筒状になります。 

http://www.bestcarton.jp/guide/hakokeishiki/b.html 

180 最後に貼りがあまかったところやズレ、欠損部分をアクリル塗料で修正します。こすりつけた時に、糊のような物も付着する

場合があるので綿棒などで白線を消さないように慎重に拭き取ります。 

http://rsk-nak.hatenablog.jp/ 

181 本日でパテ作業は終了します。これから壁紙の貼りが始まります。 

http://blog1.koni-k.com/?cid=29 

182 杉板の貼りが終わりますと、次は塗り壁の施工に入っていきます。 掛川展示場の外壁を塗って頂くのは、マルマサ工業さんで

す。 

http://kakegawa.fukukobo-shizuoka.net/article/92227213.html 

183 

 

音を出した時に 立ち会った施工側が 担当者であり小声で全体的にコナー材の貼りが甘いと言ってましたが・・・ 

http://www.kekkannet.addr.com/q_a/3_2/10896.htm 

184 まだ仏壇扉と押入れ扉に貼りがされてないので素っ気ないですが、いかにも「和室」といった佇まい。 

http://hamanage-blog.meblog.biz/article/17760989.html 

185 モデルルームは天井の貼りがほとんどなかったのですが、私が購入しようと思った部屋が 2100mmの貼りがリビングダイニング

をほぼ占めていて、しかも、バルコニーが半分しかないので、実際のリビングダイニングの使える範囲が畳数ほど使えないよ

うな気がして・・・。 

http://sutekicookan.com/%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E4%B8%AD%E9%87%8E%E4%B8%8A%E9%B7%BA%E5%AE%AE 

186 外壁材を貼る作業員の方の都合で３日ほどお休みでしたが、再び施工が始まりました。南面に続いて東面の貼りが終わりまし

た。その次は北面です。 

http://www.geocities.jp/kazukun3631/swedenhouse4.htm 

187 うちもクロスの貼りが結構雑でした。後は壁の傷とか。巾木の隙間とか。 床、窓は大丈夫でした。  

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/221024/2 

188 かに、完成見学会に行きましたがクロスの貼りが甘いように感じました。あと、予算によって使う資材などを一緒に考えてい

くそうですが建てられた方はどのような断熱材などを選ばれたのでしょう？ 

http://www.e-kodate.com/bbs/thread/71747/ 

189 今日から外壁の窯業系サイディングの貼りが始まりました。 

窯業系サイディングとは、セメント質と繊維質を主な原料として板状にしたものです。 

http://kinoie.in/report/cate-48/1011.html 

190 窓にはハーフミラーのシールが貼られているが、シールの貼りが雑で、気泡が入っているのが気になった。 

http://www.yksonic.com/kidoairaku/2008/1114tamachi.html 

191 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟが春たけなわの感じです。 ﾏﾝｼｮﾝの外壁はちゃんとやっておかないといけないので、仕方ないですが、あれでよく見

つかるのが外のﾀｲﾙの貼りが完全ではなく、一つ一つたたくと中が空洞なのがわかるというもの。 

http://animalcage.at.webry.info/201404/article_14.html 

192 窓枠、全く目立たないでしょ？ 

ちょっと、面材の貼りが甘いのがたまにキズですが、一般の枠材よりも良いですね。 

http://kenchikugenba.seesaa.net/article/149781150.html 

193 室内はクッションフロアとクロスの貼りが終わり、「珪藻土」を塗っているところです。 

http://tsukushi.hamazo.tv/d2009-09.html 

194 子供部屋一室なので、量的には一日仕事なのですが、貼替え当日の剥がしだと、何かあったときに一日では対処しきれないこ

とがあるので、剥がしと貼りを 2日に分けての施工です。 

http://housefield.exblog.jp/tags/%E5%AD%90%E4%BE%9B%E9%83%A8%E5%B1%8B/ 

195 水周りが気になる。ベランダの掃除の時、非難ハッチから下に水が漏れてしまうこと。クロスの貼りが雑である。 

http://www.mansion-

note.com/area/%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C/%E6%A1%90%E7%94%9F%E5%B8%82/%E6%9C%AC%E7%94%BA/%E6%B2%BB%E5%AE%89%E3%8

3%BB%E5%AE%89%E5%85%A8# l:36.41167062642321,139.33910403347772 z:17 

196 DIYで出来る壁紙、床材などの貼りを始めプチリフｫームのやり方 

DIYへの提案、アドバイス。住まいの補修、修繕、メンテナンスの方法 

http://www.k4.dion.ne.jp/~diyad/index.html 

197 無垢材の一枚板をとも考えていたのですが材料の都合がつかないのと予算的なこともありましたので合板仕様です。 

框は黒檀の貼り、床板はケヤキの貼りを使用です。 

http://www.kitaharakenchiku.com/mt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=5&search=%E3%82%B1%E3%83%A4%E3%82%AD 

198 弊社はリフォームから新築住宅を中心に、壁紙・床材の貼りを中心に住まいの補修～修理、小規模建築リフォーム、増改築迄、

お客様の立場に立ったサービス、技術、スピードをご提供しています。 

http://www.komatsu-plan.co.jp/ 

199 外壁張り替え前の様子（正面） はがしてからの貼りを選びました。 窓廻りと下屋の板金の取り合いなど、コーキングの切れ

により 雨の進入で、下地が腐食していました。  

http://www.iecoco-madolierebetsu.com/topics_detail3/id=260 
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200 突板の貼りを横目にする事で木目が美しく流れている吊戸棚となっています。飾り棚も建設中に固定してしまい、宙に浮いて

いるかのような棚にしました。 

http://www.yield.jp/narazublog/?p=2362 

201 はがしてからの貼りを選びました。窓廻りと下屋の板金の取り合いなど、コーキングの切れにより雨の進入で、下地が腐食し

ていました。 

http://www.douoh-builder.net/c12-6.html 

202 けど、なんか工事内容の貼りをみていたらきちんと丁寧に本当にサヨさんの気持ちになって工事を取り組んで下さっているん

ですね～ 

http://ohiru-ne.blog.so-net.ne.jp/2010-09-14 

203 引きつづき、緑橋Ｏ様邸階段内装工事。前日にササラの貼りを終えていたので階段貼に着手する。 

http://www.r-work.jp/blog/2013/01/ 

204 午前中にクロス下地のパテ処理をし、乾燥時間を取って夕方にクロスの貼りをしています。 

http://hoves.co.jp/blog/2012/03/ 

205 でも ABを別々に塗っただけなら硬化しないから広範囲の接着作業でも時間を気にせず自分のペースで作業できますし、塗りと

貼りを時間を置いて作業できるので、都度塗っては貼る塗っては貼るを繰り返すより効率も上がります。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10106376100 

206 何処のホームセンターにも売ってない。しかたないのでログハウス等に使われるアスファルトシングルという屋根材を貼るこ

とにしたのですが防水対策を考えると貼りをきちっとしないと       

http://www.h7.dion.ne.jp/~satokozo/interest/d.i.y_top.html 

207 今日から外壁の窯業系サイディングの貼りが始まりました。 

窯業系サイディングとは、セメント質と繊維質を主な原料として板状にしたものです。  

http://kinoie.in/report/cate-48/1011.html 

208  

 

昨日と本日半日作業で庇取り付けと外壁板の貼りを行いました。 

http://jg2itg.blog130.fc2.com/blog-entry-341.html 

209 今回は両面テープの貼りが甘く剥がれてしまったようでした 

http://gazoo.com/my/sites/0001456039/zeroonegazoo/Lists/Posts/Post.aspx?ID=11 

210 でもだめ^^;今思えば NGKステッカーの貼りが甘かったな〜……。 

そんなこんなで最終手段フェンダーアーチ加工 

http://minkara.carview.co.jp/en/userid/1510812/blog/30228843/ 

211 去年夏から制作していた NSXのリヤハッチですが 12月にポリカの貼りが終わり 

仮付けで OK！ 

http://yamachan1264.blog.fc2.com/blog-entry-16.html 

212 しかしたまにシートの貼りが甘く、隙間から雨水が入り込みそれが水染みとなってしまうことがあるようです。はたしてこの

お車はいかに？ 

http://www.aplabo.com/gallery/mercedes-benz/180-5.html 

213 

 

パイプフレームのハンモック構造で布地の貼りが柔らかめで乗り心地も辛くない。 シート位置と肩のホールド性が良すぎるので後方視点が

若干悪くなった。 

http://www.kk.iij4u.or.jp/~kassy/car/seat.html 

214 今回の事故はメカニカルなダメージが殆ど無かったこともあり、走りに関しては修復後もまったく問題はありませんでした。

実はデコラインの貼りが甘かったりしていますが、そちらに関しては鋭意対応中でございます（伏）。 

http://alpina-b3.blog.so-net.ne.jp/2012-07-19 

215 
確かに冬場の寒い時期はパッチの貼りが悪いのは確かですが、それでもプロは失敗しないものです。 

http://www3.hp-ez.com/hp/bicycle/page14 

216 只一つ、難癖つけるなら、『モリワキ』の耐熱ステッカーの貼りが甘く簡単に剥がれそうな事。 

http://shinigami34.blog.shinobi.jp/Entry/204/ 

217 ちなみに頂いたクランクは旧型で、裏にカーボンの貼りがないこれは新型。  でも造りや設計は旧型の方がまだしっかりしていると思いま

す（苦笑  クランクアーム自体の厚みが増してますが、ここにもムダ設計が見て取れますし。  

http://diffuseness.blog91.fc2.com/blog-entry-208.html 

218 あとデカールの貼りがあまくてちょっと気泡浮いちゃったりしてます… 

http://www.itasya.net/work/detail/?work_no=9184 

219 納期を焦らせたせいか、ステッカーの貼りが適当で空気入ってたりするのはお茶目として気にしない方向で… 

http://oneume.exblog.jp/tags/WORK/ 

220 特にミラー部分の貼りが凄く綺麗です、器用なんですね テケトー派の自分には真似できません  

http://r1200r.blog.so-net.ne.jp/2011-04-10 

221 白いボディーにブラックマットのカッティングって素敵(>_<) 

渋くてカッコいいですね(o^∀^o) 

さて、これでサロン出展車輌の貼りが全て終わりました!(b^ー°) 

http://mari-lfw.cocolog-nifty.com/blog/2010/01/post-8564.html 

222 Workでは、リアガラスの貼りを一枚貼りで施工しています 

http://www.win-network.co.jp/content/glass.htm 

223 ヴェゼルはフィットとは違って、透明ビニールシートではなくて、スポンジ系の貼りをしていますね。 少しは、音のことを

考えているのでしょうね。 
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http://minkara.carview.co.jp/en/userid/2129945/car/1630402/2700513/note.aspx 

224 スポークの貼りを確認すると、テンションが無いスポークが数本(￣Д￣;;。 

完璧ではありませんが悪戦苦闘しながらシューに当たらない程度に一緒に購入したスポークレンチで調整完了！ 

http://www.worldimporttools.com/staff_blog/blog/2011/01/10.htm 

225 特にシートの貼りを、以前はリベットで節度をもって留めていたものを、０６は他の車種と同じく、お世辞にも綺麗と言えな

いホチキス留めになったこと。 

http://www.virginbmw.com/guide/impre/tour_k/004.htm 

226 なので、一度クリアーでツルツルのベースを作って、再度クリアーを入れます。こうする事により、ロゴの貼りを失敗しても

貼り直せばいいですし、後のツヤ引けも起きません♪ 

http://refaith.blog114.fc2.com/blog-entry-353.html 

227 1回目は見よう見まねだったなぁ～ ２回目は私もすでにプロなので（笑） こっそり師匠の貼りを見てたな（爆） 

http://preciouzroom.blog116.fc2.com/blog-entry-937.html 

228 ステッカーの貼りを依頼に来たフィットのお客さん。 

http://www.frp-craft.com/cgi/dy/diary.cgi?mode=archive&ym=201303 

229 この日に間に合わせるために、あの日、寝ずの貼りをしたんだー☆ 

この間、学ドリチャンピオンになった青木 龍一くんのデカイＳ１５(^∀^)ノ 

http://mari-lfw.cocolog-nifty.com/blog/2009/09/post-2fb4.html 

230 今日は新しく始めた車両のパネルの貼りを御紹介致します。 

http://haddec.jugem.jp/?cid=6 

231 掛川さんに見てもらったところ、「貼りが甘い！」との事で、再度ホットガンにて細かな所の貼りを増強しました。これで大丈

夫かな～。剥がれちゃうかな～。ま～持つところまでこのままで行ってみよう！ 

http://natsuki908.exblog.jp/i3/8/ 

232 昨日、とっしゃしゃん殿にステッカー作りと貼りをしていただきました！ 

「ちょっと」は手伝いました… 

http://minkara.carview.co.jp/en/userid/1191863/blog/ 

233 私の場合、両サイド、ボンネット、リアパネル全て自作切断と貼りをしました。結構キレイに貼れるものですよ。時間は１ヶ

月程かかりましたけど。 

http://minkara.carview.co.jp/en/group/super7/bbs/895344/59/ 

234 昨日は、ステッカー制作と貼りをしてもらって来た！  ネットの画像からの掘り起こしロゴなので手馴れた人にお手伝いして

頂いて  違うな ほとんどやってもらった  

http://crione.exblog.jp/i3/ 

235 ランカ仕様です  

ランカちゃんのサイン付きで  

データの方はボスさんが製作でプリントの出力と貼りをやらせていただきました 

http://maxspeed-customs.at.webry.info/201108/article_1.html 

236 私も何度か貼りに挑戦しましたが、内装パーツは、角とアールに悩まされ、いつも断念してしまいます。 

http://gazoo.com/my/sites/0001455576/TOYOTASAI/Lists/Posts/Post.aspx?ID=62 

237 私はひたすらステッカーの作成＆カット、暴死と母は構想通りに貼りを進める  閉店後の店内は痛単車製作で緊張感？が漂

う  

http://blog.livedoor.jp/yonchin_4/archives/cat_50026141.html 

238 しっかり貼れなかったら訴えるつもりで、貼りを敢行(車内)。ただ、思った以上にピッタリ貼れて最高。これは良い製品

です。オススメ。 

https://twitter.com/Celltea/status/463250209619705856 

239 私も薄いと思いましたのでフィルムを貼りました。 

外からは殆ど見えません。もちろん後ろ側のみです。 

プライバシーガラスに貼るということで、貼りを頼んだお店の方は変に思っていましたけどね。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/70100110045/SortID=2623829/ 
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49．「広げ」に関する用例 

番号 用例 

1 太もも前面の筋力強化 ・歩幅の広げを向上 

http://www.sic-tky.com/health/youser/image/hands_cat.pdf 

2 何の作業をしているかというと 

グリーンネックレスの広げを二人一組でしていました。 

https://www.goryogadai.com/%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/%EF%BC%91%EF%BC%96%E5%

B9%B4%EF%BC%99%E6%9C%88%E3%81%AE%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%B3/ 

3 (2)  感情によって口角の上下と広げをブレンド  快 : 口角上げ  不快 : 口角下げ  眠気 : 口角広げ 

https://www.slideshare.net/Udasan/vr-78142845 

4 ※ボディシャンプー25％溶液に 3分間浸せき後、片手で 3回握り・広げを繰返し、200ccビーカー上で片手で握り絞り観察。 

http://www.toraysee.jp/skincare/body/bod_006.html 

5 ⑥丸いケースに入れるぐらい形を整えて小さく丸めます。 

⑦広げを防ぐためにゴムバントをかけて丸いケースに収納します。 

https://www.amazon.co.jp/KEUMER-%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%88

-%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%88-%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E5%8F%8E%E7%B4%8D%E7%B0%A1%E5%8D%98-

225-120-95cm-%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB-

2%E4%BA%BA%E7%94%A8-%E9%80%9A%E6%B0%97%E6%80%A7%E6%8A%9C%E7%BE%A4-%E8%BB%BD%E9%87%8F-%E6%90%BA%E5%B8%AF%E4%BE%BF%

E5%88%A9-%E6%B5%B7%E6%B0%B4%E6%B5%B4-%E7%A0%82%E6%B5%9C-%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%81-%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E

3%83%97%E3%81%AB%E5%A4%A7%E6%B4%BB%E8%BA%8D/dp/B073766HNZ 

6 穴あけ工具、T38/T45 炭化タングステンの穴あけ工具の広げを半球形に作って下さい  

http://japanese.rock-drillingtools.com/sale-5315219-dome-reaming-drill-bit-t38-t45-tungsten-carbide-drill-

bits.html 

7 長年かけて台湾南部で音楽とかかわる活動の広げを取り組んでいる。 

http://cyberstage.moc.gov.tw/troupe/163?lang=ja 

8 県議会になくてはならない議席です」と訴えると、「わかりました。家族に言います」「うちは３票あります」と、支持の広げを

答えて下さいます。 

https://ameblo.jp/wredpowerppp/entry-12011950477.html 

9 芽 摘みと 部分的 の葉透 かし、 シ ャ リ の広 げ を しました。  

http://amemiyaen.exblog.jp/22957779/ 

10 見えないつながりでつながっている人たちのため 

ありとあらゆる段階でみんなの波動を上げたり 

エネルギーフィールドの広げをブログやその他の流れと方法で 

上はひとつ次元の外からみるとよくわかる見える星の次元力の変化も 

この星の上と３次元にいることで何が起こっているのか、わからない？ 

http://light.ti-da.net/e6145589.html 

11 選挙ハガキが宛先に届き始めました。「共産党のハガキはついていますか」「折り入ってお願いがあります」と支持と支持の広げ

をお願いしましょう。 

http://www.yoshioka-hiroko.com/2013/news130710.html 

12 時間をかけて前後左右のセンターの反り返しの追加と、裾の広げを終わらせました。 

http://armourer.blog64.fc2.com/blog-entry-462.html 

13 実はこの漁船団はエンジンの微速前進とスパンカーの広げを調整しながら一定位置に止まっているのです。 

http://blog.goo.ne.jp/yscreate/e/b76f08e0a322f578fe4e6d72111e02e2 

14 個々の動作の合間に「くれぐれも無理はなされぬように」と篠崎さんの高齢者(…???)へのいた わりの言葉と笑み(苦笑???)の

投げかけがあり、更にイメージトレーニングを交えた、立ち方、胸 の張り方、背筋の伸ばし方、腹筋、横隔膜と軟口蓋の広げを

意識させた息の吸い方、はき方と続 き太田先生へと。 

http://www.sophia-glee.com/contents/PDF/OBNews2010_2_for_open.pdf 

15 

 

実はお客様は設計事務所の先生ですのでこのようなアイデアをご自分で考え、天井開口の広げを最小限にするよう機種選定もす

べてご自分でされました。 

http://ksfactory919.blog10.fc2.com/blog-date-20080809.html 

16 、直接衝突断面積に関しては、前方への広げを後方への広げよりも、若干多めにする程度でいいらしい。 

http://oyamahiroshi.cocolog-nifty.com/blog/cat47672456/index.html 

17 多くの音楽ファンが楽しめる場の広げを目的に活動してるんだって♡ 

http://www.web-dolce.com/contents/blog/pickup.php?blogKbn=club&mbrnum=21028&clng=0&ym=0&page=7 

18 っで、思ったんですがヒンジ部分の広げをリッドが閉まるギリギリにして 

ヒンジ部分の厚みを削ったらどうかな？と・・・ 

無謀っすかね^_^; 

http://blog.livedoor.jp/sister_sarah/archives/39962679.html 

19 また、今津屋橋商店街も津山の玄関でありながら、８割方シャッタ-を閉めてしまっている状態なら、土地価格暴落の今、交渉を

進め西側から駐車場の広げを考えてもいいのではなかろうか？ 

http://kinyodo.moe-nifty.com/blog/2009/03/post.html 

20 刃側の広げが充分でなかったため、刃の幅が 18.0cm で、予定より 5mm 程狭まってしまいましたがこれはあまり気にならないで

す。 
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http://www5e.biglobe.ne.jp/~kumakoh/suitanmaannittsh10052.html 

21 あのフロントフェンダーの広げが予想以上に飲み込む・・・ 

現状数値的にはフロント７Jの－２２だぞｗ 

http://minkara.carview.co.jp/userid/260436/car/153283/2890140/photo.aspx 

22  (機能・特徴)／ハンドル先端は、鉄骨の穴合せやワイヤーロープの広げができます。 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/ogyk/fs0-4989065100947.html 

23 そういう意味ではキャスティングの時点で 7〜8 割完成してると思わせるくらい各々が役に合ってるし、仕事を全うしてるから

こそ、太一さんのお芝居の広げが多少度を超えても平気なんだよなぁきっと。 

http://mishu-h.hatenablog.jp/entry/2016/05/24/001833 

24 自分頭の大きさは標準的だと思いますが、最大まで行くと大きすぎました。 

が、ほぼ最大に近いところだったような… 

恐らく 3cm～3.4cmくらいの広げがあったと思います。 

http://seki-jp.net/?p=4154 

25 これによって、切っ掛けで切り抜けるルートをハマグリで広げてあげて、庖丁が抜ける最後の部分でハマグリの広げが邪魔しな

いように薄く抜いています。  

http://hibisyugyo.blog84.fc2.com/blog-entry-153.html 

26 タペットプレートのスプリングも交換されていましたが、空間の広げが無かったので、追加加工しています。 

http://combatdoll.militaryblog.jp/e601943.html 

27 ３本飛ばしの広げが終わって、二本づつのござ編み縫うつったところ。 

ここまで来ると先が見えてきて気分もよろしい。  

http://baians.exblog.jp/i8/ 

28 例えば実際に舞台でやるとして絵があると違うだろうし、あとはボケのあとの広げがないと長文では物足りなく感じます。 

http://music.geocities.jp/selfishgirl_selfishboy/choubun-yc.html 

29 その後、温度を下げて、鋼の締まる温度帯で厚みを調整しながら鋼を締めていく。(広げ) 

材料の厚みと鋼を締める「広げ」の工程を経て、広がりすぎた軟鉄を切りおとす。 

http://yoshikanehamono.com/process 

30 一方，素材(b)で高低幅の広げが効果的だったのは，原音声で改善点として残されていた のが，メリハリではなく高低の幅だっ

たということかもしれない。 

http://www.lang.osaka-

u.ac.jp/~caris/articles/%E3%81%98%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%9A%E3%81%AA%E6%9C%97%E8%AA%AD%E3%81%A8%E3%82%A4%E3%83%B

3%E3%83%88%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3.pdf 

31 まだまだ面の広げが甘い。 ラバーも歪んでる。 もっと集中して素早く 

https://kazukikishi.com/archives/7286 
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50．「ぶつかり」に関する用例 

番号 用例 

1 おでこの真ん中の毛と毛とぶつかりがかわいすぎて 

https://ameblo.jp/mamezou9689/entry-12126823190.html 

2 その際に注意したいのが、「音程のぶつかりです」 

少ない音の時よりも、ぶつかりが判断しづらくなってしまいますので、 

音を足す際には注意が必要です。 

http://sleepfreaks-dtm.com/produce-recipe/note-check/ 

3 ギターのコードでは半音や全音のぶつかりがピアノなどに比べて透明感があって綺麗だと思うのですが、開放弦を使うヴォイ

シング以外ではあまり使われていないように思います。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12165195292 

4 【日本列島が出来たのは、プレートのぶつかりが起こした奇跡でした】 

https://twitter.com/100_govote/status/892765868773351424 

5 ここでもイントロ 1で見られた半音のぶつかりが印象的に使われています。E♭7(13)→Edim7(♭13)ですね。 

http://past-orange.com/po_sp/?p=4434 

6 弊社が扱う吸音材は大量の繊維を圧縮しているため繊維の密度が高く、 

音のぶつかりが多くなり、吸音効果の高い素材です。 

http://www.acoustic-advance.co.jp/sound.html 

7 「愛と勇気のぶつかりゲーム -もふもふ」は、かわいさあふれるぶつかりが癒しの育成 RPG！

https://appget.com/appli/view/69036 

8 国連総会で国同士の意見のぶつかりがあったらどうするのか 

http://psychanimal.org/opinion.php 

9 緊急記者会見を行った、とんねるずと DJ OZMAからは、「3人の強烈な個 性のぶつかりがあり、プロジェクトを断念」「プロデ

ューサーとしての立場にまわり、 海外で発掘した、女性３人組のユニットを手がける」ことを発表した。 

http://avex.jp/yazima/profile/ 

10 音のぶつかりがある事でその部分を特徴付けたり、一瞬の緊張をもたらせたり…そして、ぶつかりから解放される事での緩和

感や安心感などの効果も与えられますよね。 

https://creofuga.net/diaries/2486 

11 人間関係の中で出てくる感情というストレス。家族もまた人間関係で成り立っています。そんな中での感情と感情のぶつかり

があります。そんな感情のぶつかりの対処の方法を学び、良い人間関係、愛溢れる家庭を築きましょう。 

https://www.facebook.com/events/394340904096131/ 

12 壁面からの出が少なく、児童・生徒のぶつかりがほとんど生じません。  

http://www.aoikokuban.co.jp/products/list.php?category_id=9 

13 ゆれをじゃまする歯の ぶつかりがあるとあたま のバランスが乱れます。 （歯や歯ぐきが痛くなる） 

http://hokkaido-

tyokuritusikaigaku.kenkyuukai.jp/FilePreview_Subject.asp?id=3424&sid=1486&cid=352&ref=%2Fsubject%2Fsubject_list%

2Easp 

14 デッキ同士のぶつかりが発生した後に、防御力割合ダメージを受けます。  

［毒］＜［猛毒］＜［超猛毒］＜［神毒］ と割合ダメージの量が増加します。  

http://dra-notice.alteil.net/display?newsID=1314&p=2 

15 母の顔がよぎる。潮のぶつかりが段々激しくなる。ままよ！ 

意を決して「荒れる潮」のなか 切り立つ崖岩の下に夢中で泳ぎきる。振り返ると、友の姿が無い。流され もがいている。 

https://4travel.jp/travelogue/10471593 

16 周りから見るとスゴイぶつかるし野蛮なスポーツだとか思う人もいると思いますが、実際は競り合いのぶつかりが楽しかった

りもします。 

https://sports-life-1.com/soccer-compete/ 

17 段ボール内で動かないよう固定するなら丸めた新聞紙で足りますし、ぶつかりが心配な封筒や紙袋の発送なら、まずプチプチ

で巻いてしまえば破損リスクは軽減できます。 

https://www.mercari.com/jp/box/q37e9d0a60412f6de/ 

18 今回測定を実施した発症後 33 日の評価は，歩行器歩行で病棟内見守りが 必要で，左側の物へのぶつかりがあった。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/cjpt/2016/0/2016_1032/_pdf 

19 下顎が動くとき奥歯のぶつかりがない状態が理想です。 

http://www.ginza-avenue.jp/think.htm 

20 生活に関しては異国に嫁ぐ覚悟をしていたので、大変だとか思ったことはないんです。人間関係も、もとから大家族での田舎

暮らしをしたかったので、細かいぶつかりがあってもお互いさまと思えています。 

http://www.city.ojiya.niigata.jp/soshiki/kanko/inakagurashi-message.html 

21 脱衣場に着替えの下着類やリネン類を置くことはＯＫです。 

しかしそこに日常の着替えや衣類まで置いてありました。 

するとどうなるかというと朝の支度のときにそこで混雑やぶつかりが起きてしまうのです。 

http://www.nihongas.co.jp/hidamari/kajisa02.html 

22 最初は自分の好きな遊びで遊び込む事が大事です。それから、だんだん友達と関わりができ、やりとりやぶつかりが出てきま

す。 

http://www.chokushi-hyakka.com/enitiniti.html 
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23 -個性のぶつかりが良い影響- 

http://nikko1965.com/penmanship/ 

24 対話から欲望、憧れ、思い出、 

残酷な現実の中で様々なぶつかりが生まれてくる。 

http://www.city.nagakute.lg.jp/bunka/bunka_ie/butai/gekiou11c.html 

25 タモリさんがさっきおっしゃった 

7度の音が半音さがったものに、 

ふだんのクラシックどおりの 5の和音をつけると、ぶつかりが生まれる…… 

それを意識的に残す、というのがこの曲なんです。 

https://www.1101.com/jazz/2005-05-10.html 

26 そ の地点は 14:50,14:51 の板橋区本町であり、風のプロダク トツールを使用して可視化したが、2 地点の位置関係と風のぶ

つかりが一致しなかったため、ガストフロント現象の 詳細な位置の特定までには至らなかった。 

http://www.metsoc.jp/default/wp-content/uploads/2015/04/PJ15-01.pdf 

27  最小回転角は 15°、回転間隔の目安はそれぞれ、sp3-sp3 間結合 120°、sp2-sp3 間結合 30°、 

 sp2-sp2 間結合 180°で、非共有結合原子間のぶつかりが多い ( Evdw > 10kcal/mol ) 不安定構造は、 

 自動的に破棄される。それぞれの立体構造の最適化までは行なわない。 

https://www.osaka-med.ac.jp/deps/bcc/MolBio/moe/moeweb.html 

28  音程のぶつかりを一発で把握する方法！！ 

http://sleepfreaks-dtm.com/produce-recipe/note-check/ 

29 仲良し夫婦ナメんなよ。～ぶつかりを恐れず向き合うということ～ 

http://center-muscle.hateblo.jp/entry/2016/09/14/154351 

30 このように、潤滑剤は摩擦力を低減させるだけではなく、金属と金属のぶつかりを軽減させ金属面の保護にも効果を発揮しま

す。 

http://www.chemicaldenshi.jp/info/%E3%80%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B93%E3%80%91%E9%87%91%E5%B1%9E%E3%81%AE%E3%8

1%B6%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%92%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E3%81%95%E3%81%9B%E9%87%91%E5%B1%9E%E9%9D%A2%E4%BF%9D

%E8%AD%B7.html 

31 人間のぶつかりを描いた感動的な映画の名前を教えてください。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1023201970 

32 今回､回想とはいえ貞美と貞三が初めて対峙するｼｰﾝだったし､2人の最初のぶつかりを見てみたくて中井さんと緒形さんに相談

したところ､中井さんは｢受けて立ちましょう｣､緒形さんも｢おもしろいじゃない｣と言ってくださり実現することになりまし

た｡ 

http://www.fujitv.co.jp/m/drama/garden/special/director/03-01.html 

33 ロボットが「ぶつかりを検知する」「ぶつからない」「ぶつかっても安全」という要素を満たせば、安全柵がなくてもよいので

す。 

http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/column/15/062000114/00006/?P=2&rt=nocnt 

34 角度があるので、聴診器同士のぶつかりを最小限に抑えられます。 

http://www.muranaka.co.jp/online/products/detail.php?product_id=16717 

35 人や荷物のぶつかりを考慮し、楕円断面形状を基本とした人間工学に基づいた手すりブラケットを採用しま

した。  

http://www.mitsubishielectric.co.jp/elevator/product/list/nexcube_ltd/concept/safety.html 

36 ペダルを踏んだまま、F→E→Dのように、隣接する三つの鍵盤を押さえてゆき、小さなクラスターを形成する三連音モットーに

続いて、短 2度のぶつかりを鋭く連打するモチーフが現れる。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%BC%E5%B2%B8%E8%8A%B1%E3%81%AE%E5%B9%BB%E6%83%B3 

37 〈 REVERENCE〉のシャトンには柔らかな  

カーブをほどこし、アームラインにほどよい高さを  

持たせることで、マリッジリングとのぶつかりを解消。  

https://www.lazarediamond.jp/collection/newring/flagship2017.html 

38 好きなようにやれと許しを出し、立合いのぶつかりを強要しなかったそうです。  

http://eishow.com/01-hajimeni.html 

39 河村たかし名古屋市長のぶつかりを受ける白鵬 

http://www.sponichi.co.jp/sports/news/2012/06/27/gazo/G20120627003553580.html 

40 稽古はもうずっと，申しあい・三番・ぶつかりを 3 セット，が定番メニューになっているので，かなりできているほうじゃな

いんですか。 

http://www.arashio.net/basho120906.html 

41 タコ足配線でのコンセント同士のぶつかりを解決する便利な新商品 

http://news.livedoor.com/topics/detail/9281891/ 

42 皆さま、しっかりぶつかって下さいね MIUとそいやも皆様のぶつかりを応援してます！ 

https://twitter.com/hashtag/500%E5%86%86%E7%8E%89%E3%82%92%E6%8F%A1%E3%82%8C 

43 ぶつかりをしっかり守って遊べちゃう 

http://www.car-boy.co.jp/guard.html 

44 高橋「朗読劇とあるけれど、限りなくお芝居に近いかたちでやるつもりです。こだわりたいのは、古典の名作が持つ言葉の強

さ。役者のみなさんには、相手との対話、言葉のぶつかりを丁寧に演じてもらえれば」 

http://www.confetti-web.com/sp/feature/article.php?aid=10& 
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45 【靴のつま先にぶつかりを防ぐ】1 形式のゴムの靴底、小包性の靴のつま先設計、果たすことができて効果にぶつかりを防い

で、靴に十分に足の指を保護するのが安全にならせます。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82

%BA-%E3%82%AB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84-%E9%80%8F%E6%B9%BF%E9%98%

B2%E6%B0%B4-%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%94%A8%E5%93%81/dp/B076LL1VHP 

46 構造上問題がなければ一部の壁を取り除き、開けた空間にします。  

ぶつかりを防いだり、家族を見渡せることで安心感も増します。  

http://www.kyoto-kenzo-hand.jp/kaigo_reform.html 

47 前方の車や歩行者とのぶつかりを防ぐ「衝突回避支援ブレーキ」、アクセルとブレーキの踏み間違いによる誤発進を防ぐ「誤発

進抑制制御機能」を 実際に体感できます!!   

https://kanagawa.dd.daihatsu.co.jp/shop/tressa-yokohama/ 

48 A4番出口から駅を出て右へ、１つ目の路地を左、本郷通りにぶつかりを右手にすぐ。 赤門前歯科  

http://akamonmae-d-c.com/access.html 

49 「巨人、大鵬、卵焼き」と一世を風靡した大鵬と対戦した力士は、立ち合いでのぶつかりを異口同音にこう表現した。 

http://wedge.ismedia.jp/articles/-/4507?page=2 

50 博物館の講演会場。北斎研究家が北斎の画業についての講演を行っている。画家を目指しながら研究の手伝いをしている助手

は、研究家の断片的な「天才」という言葉に違和感を抱きながらも、助手として進行補佐をつとめる。彼女の心が持つ違和感、

その思いが時に研究家の考えとぶつかりを招く。 

http://www.excite.co.jp/News/entertainment_g/20170808/Enterstage_007720.html 

51 しかし、考え方が違うからこそ新しい発見や気づきもあり、お互いの意見のぶつかりを超えて理解し合えた時はとてもやりが

いを感じます。 

https://www.sumibe.co.jp/recruit/dialogue/01_01.html 

52 顔面などのぶつかりを回避し、衝突を未然に防止する  

http://www.winbest.jp/html/visual_deficit_michiiruka/michiiruka.html 

53 表は 60cm×26cm の牛本革（表皮）の 1 枚物を贅沢に使用しています。裏側のポケット部は牛側で丁寧に二重縫製で耐久性を

UP！裏地と落下防止も兼ねた内蓋は丈夫な帆布（黒）で大切な道具同士のぶつかりを防止します。 

http://www.toolcom.co.jp/new_item/pg195.html 

54 一方で、この二人のぶつかりをみていた第一外科医局メンバーの皆さま。赤木・黒谷・白川の 3 人衆（ド○ンジョ一味みたい

だねと現場ではしばしば…）と井川先生。 

http://www.tbs.co.jp/ALIFE/report/19.html 

55 椎間板とは背骨と背骨の間にあるクッションとなるものです。椎間板の存在意義は背骨が一本だと体を曲げることができない

ため、背骨を分節化させ、背骨の動きを可能にしています。それと同時に背骨同士のぶつかりを防ぎ、衝撃を吸収、緩和して

います。 

http://www.m-beans.com/ivdh.html 

56 一方アンケートでは 3 割以上の受験生が保護者とのぶつかりを経験したと答えています。  

https://www.gyakubiki.net/puerta/inf103.html 

57 心のぶつかりをのりこえて 

http://home.s06.itscom.net/aya/column20.htm 

58 顧問や講師の先生を見つけたり仲間を増やしたりするのも全部一人でやっていて、部員同士のぶつかりをおさめたりと苦労し

ていたようです。 

http://nit-komaba.ed.jp/life/%E6%97%A5%E9%A7%92girls%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95/ 

59 左手に観覧車の見える出口でバイパスを降り、T字でのぶつかりを右へ。 

http://michinokusou.sakura.ne.jp/sub9.html 

60 Giovanna d'arcoを通す！悪魔と天使の役割、音楽のぶつかりを感じる事が出来ました^ ^ 

Attilaの言葉読みと音取り半分。 

https://il-teatro-coro.jimdo.com/ 

61 今の学生たちも泊まりこんで準備を進めているのでしょうか。一大行事を取りまとめる体験は一生の宝。人とのぶつかりを恐

れず何事にもトライして、11月の星友祭をぜひとも楽しいものにしてください。実は再来年、タイムカプセルを開けるちょう

ど 30年後がやってくるんです。今からもうワクワクしています。https://www.meisei-u.ac.jp/watashi/13102401.html 

62 古くなったドアの交換を致しました。 

元々同時にドアを開くとぶつかってしまっていたので今回はぶつかりを解消し、使いやすい開き方に変更しております。 

http://kk-takezo.com/results/results.php?pop=cate6 

63 Masterが打ったぶつかりを紹介します。 

棋聖戦第 1局で河野九段も試して話題となりました。 

http://igoigo777.seesaa.net/article/446116377.html 

64 ２つめは、子どもとのトラブル、ぶつかりを乗り越えた時です。 

http://www.nhk.or.jp/u29design/zukan/293/top_qa.html 

65 筋肉を鍛え関節のぶつかりを抑えればいいのですが、炎症が起こり痛みが出ていると運動もできません。 

https://www.egao-ritto.com/case/524/ 

66 高欄端部へプラスチック製のガードを取り付けることによってぶつかりを防止した。 

http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/concour/2014/sakuhin5/images/n301_1.pdf 

67 クッション性の高いメッシュ素材を採用したポーチを同梱。  

出し入れが簡単な巾着タイプで、キズ・汚れから保護します。  
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飛び出しを防止する留め具や Joy-Con 同士のぶつかりを防ぐ  

仕切りがあり、安心して持ち運びができます。  

http://www.gametech.co.jp/products/catalog/1704/1704_1.html 

68 カフェ＆ダイニングバーＶＥＳＴＡ～ヴェスタ～石和温泉駅のぶつかりを向かって右側にしばらく行くと右側にお店がありま

す 

https://hitosara.com/tlog_19003547/ 

69 ブロックスガードを挿入することにより、石材同士のぶつかりを防ぎ、カケ・ワレ等から保護します。 

http://www.stonesign.jp/products-blocks.html 

70 教師の発話タイプの使い分けは、参加者の多様な願いが交錯する教室談話において、多くの意思のぶつかりを感知し、学習支

援に向けて子どもの欲求や経験を尊重しつつ教室談話を進行させるという意味があった。 

https://kuir.jm.kansai-u.ac.jp/dspace/handle/10112/4408 

71 Nakajin「（笑）。間奏の部分は、コードのぶつかりを気にして Saoriちゃんとめっちゃ細かく作り込んだんだよ」 

http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/tfmplus/view3/?code=ZDnyWer6UC 

72 目 線 の ぶ つ か り を 考 慮 し た レ イ ア ウ ト や 寸 法 は も ち ろ ん 、 い つ で も ど の 席 で も 携 帯 の 充 電 や PC 利

用 が で き る よ う に す る た め の コ ン セ ン ト の 配 備 、た く さ ん の 文 庫 を 揃 え て お く た め の 本 棚 な ど 、サ

ー ビ ス を 充 実 さ せ る た め の 仕 掛 け が い た る と こ ろ に 用 意 さ れ て い ま す 。  

https://www.shigotoba.net/meet/office/details/1737.html 

73 稽古を始めるにあたり、四股（準備運動）を５０分程行いながら、力士達の申し合いやぶつかりを見ていました。 

http://www.kyuden-judo.jp/practice_out/h23.html 

74 4.音のぶつかりを考える 

https://www.stylenote.co.jp/0144 

75 本専攻は、そうした生身の人との遭遇やぶつかりを恐れず、楽しんでみようという方の入学を期待しています。 

http://www.tufs.ac.jp/education/studies/gengo/burmese.html 

76 チーム内での良いぶつかりを常におこない、磨き、1％の改善を積み上げる。 

これからもガンガン、チーム内でも切磋琢磨したいと思いました。 

http://www.shinojapan.biz/2013/12/thinking/5496.html 

77 転倒・人や物へのぶつかりを防ぎ、常に見守りをいたします。 

http://www.egao-taxi.jp/service/ 

78 更に家の外側を断熱層で覆うため、壁内（木質部）での室温と外気温のぶつかりを低減し、結露を発生させにくくします。そのため、腐朽菌や

カビ・シロアリなどの発生を減らし、家の長寿命化の期待ができます。 

https://www.ontex.co.jp/reform/service/dannetsu/ 

79 子ども同士の関わりやぶつかりを大切に、ノビノビと自分を表現できる子ども。  

安全でバランスのとれた給食をよく噛み、何でも意欲的に食べられる子ども。  

http://fujiki-hoiku.com/recruit.html 

80 強制駆動・揺動式ローラーガイドリングユニット（ FRGOR-200）2 組を同時に使用する際に生じるユニット同士の

ぶつかりを防ぎます。 

https://www.nanofactor.co.jp/support-unit.html 

81 ワークのぶつかりを防止する 

http://www.souisha.com/jirei06/0602.html#02 

82 言い方とかやり方とか毎回違ってもいいから、どう魂削ってあの空間と台詞とぶつかりを表現出来るのかということを大切に

やらせていただきました。 

http://cobalt.shueisha.co.jp/contents/mirage_after/ 

83 収納時はポケット付きの保護カバーを間に挟むようになっているので筆同士の毛先のぶつかりを防ぎます。ファスナータイプ

だから、筆を落とす心配もナシ！財布のようなスリムなデザインで携帯にも便利。 

http://www.hakuho-do.co.jp/user_data/products_new_set_0706.php 

84 ちなみに、Ground.Back～Height まで、すべて 0 にした場合、PlayerPush でぶつかりを発生させても、相手をすり抜けるよう

になります。 

https://bluesura.github.io/MUGEN/document/State/Helper.html 

85 ラグビーの練習で、コンタクト（ぶつかり）をしますが、それをする前に衝撃に慣れる良いアップ法ってないですか？ やっぱ

り相撲でいうぶつかり稽古みたいなアップが良いですか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1319189998 

86 稽古メニューとしてはごくスタンダード。主将の指名でどんどん相撲を取らせて、トータル３０番弱かな。それからぶつかり

をして終わり。大学相撲部の稽古としては軽い方かなと思う。 

https://plaza.rakuten.co.jp/fujisakisumo/diary/201410170000/ 

87 奄美大島の相撲クラブで練習をしてきたそうです。 

何度もぶつかりをして頭に大きなたんこぶを作っています。 

https://plaza.rakuten.co.jp/kametokusumou/diary/200707010000/ 

88 高齢者事故ニュースの映像を見る限り見えてきたものが、右側から進入してくる車との車載映像の車の距離ならば普通の速度

で走っているならば問題はなさそうなまた信号の赤進入もぶつかり方からすると車載映像の車は大分速度が出ているようなぶ

つかりをしているスピード超過の車の多いい事の分かる画だね 

https://twitter.com/suzukaoo32 

89 ききまたく会やばかったな。 音楽は闘いだ！ シンガーソングライターを名乗るのであればそういう個のぶつかりをし

てなんぼ。 
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https://twitter.com/i/web/status/851225270904279041 

90 力が付いていないんで、監督から「もっとぶつかりをして押す力をつけろ」と言われました。 

http://www.meispo.net/news.php?news_id=10608 

91 相撲関係の方ならみなさんお分かりだと思いますが、ぶつかりをしてるということはもう稽古は終わりということです。私も

シロートじゃないのでぶつかりが終わった生徒に「おい！三番取ろか！」とは言えません。 

http://blog.livedoor.jp/takemochi1161s/?p=7 

92 こちらは、最後の仕上げでぶつかりをしております。 

三年生の藤本選手と受けている方も同じく三年生の金井選手です。 

http://blog.livedoor.jp/nittaidaisumo/archives/3851592.html 

93 何度もぶつかりをしていい汗をかいている２年生の「花房海」君。 

http://kitawaki-takashi.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/post-24c0.html 

94 申し合いのあと、全参加選手が東西に別れ、団体戦を行いました。そして、負けチームのみぶつかりを行いました。 

https://blogs.yahoo.co.jp/taku1judosumo1/66211613.html 

95 低学年の部終了後はぶつかりを行いました。 

https://blogs.yahoo.co.jp/taku1judosumo1/64883875.html 

96 【神秘的な絶景】プレートのぶつかりで世界最速で隆起する大地。台湾のうごめく大地「月世界」が神秘的 

http://trend-izumi.com/post-10807/ 

97 立会のぶつかりで一番パワーのある力士は誰ですか？ 

それを 168cm 60kg の僕が受け止めようとしたらどうなりますか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12172276337 

98 子供同士のぶつかりで怪我の場合は？ 

知人宅で子供同士でぶつかりました。 

知人の子供は前歯、我が子は頭でした。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13113345048 

99 琴勇輝、ぶつかりで日馬富士を土俵下へ(平成 24年栃木・佐野巡業) 

http://www.hyperyoutube.com/watch?v=Sjl8LzMiVvY 

100 師匠荒汐より 

荒行志はね，ぶつかりでもっと重い奴にぶつかりなさい。飛んだり跳ねたりはもういいから，怪我するだけ。ぶつかりで重い

相手にぶつかれ。 

http://www.arashio.net/basho140102.html 

101 ぶつかりでボロボロになって、やっと終わった霧馬山に向かって「まだまだ」と言ってまわしを叩き、土俵周りを笑わせ

た霧津羽左。 

https://twitter.com/yutakamp0921/status/897078242112184324 

102 １週間前にぶっ損で当て逃げしてしまいました 

ミラー同士のぶつかりで夕方に警察官によばれました 

写真を撮られて一筆立ちさってしまったことと、反省文をかきました 

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9880963.html 

103 例えば、自転車を運転している最中に、向かいからやってきた自転車とぶつかりで事故を起こしてしまった場合です。 

http://www.saitama-

doken.or.jp/blog1/%E5%9C%9F%E5%BB%BA%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%81%B8%E3%81%BE%E3%81%9A%E9%80%A3%E7%B5%A1%E3%82%92%EF%

BC%81%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%82%84%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%A7%E4%BF%9D/ 

104 近くにある長堀からは涼やかな川風が吹いてくるのだが、入り組んだ裏長屋に入り込むと、あちらにぶつかりこちらにぶつか

りで、すぐに生ぬるくなってしまうのだ。 

http://bunko.shueisha.co.jp/serial/tanaka07/01_01.html 

105 朝のぶつかりでうちの団が 200 万ほどリードをとり、本隊は昼まで日常に帰っていったがおいらを含む一部の合間を見てはス

マホをいじり隊はシコシコと狩り続けていた。 

http://ch.nicovideo.jp/arklight/blomaga/ar1252852 

106 僕達はもっと不器用なところがあって、すごくあっちぶつかりこっちぶつかりでいろいろやってるんですけど、彼はしっかり

とベーシックにポップスのいい部分を持ってたっていう。ある意味天才でしょうね、そういう気がしてます。 

http://www.ell.co.jp/osu160/topnews_1.html 

107 惜しいことにそれも想定内。これは目くらまし。炎と炎のぶつかりで生まれた閃光を利用し、急接近。 

http://ncode.syosetu.com/n8925cq/134/ 

108 パーキングガード「とっとっと」の中央にあるロックガードピンはプラスチック製です。 車両等のぶつかりで衝撃があっても、

とっとっと本体及び車両のダメージを最小限に 抑えるため、ロックガードピンが破損してガード部分が倒れる構造になってい

ます。 

http://www.rb-research.jp/images/stories/tottoto/tottotto_info.pdf 

109 ぶつかる（ぶつかる）とは、物体と物体が激突するということである。多少のちょっとしたぶつかりであればそれは日常の中

で当然に起こってしまうことであるが、その物体の大きさや重さや硬さ次第では大惨事を引き起こしてしまうこともあるため、

細心の注意を払うべきこともある。 

https://bokete.jp/keyword/%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%8B 

110 暖かい晴天の中、新富町長杯九州各県対抗相撲大会が行われました。土俵際での逆転や激しいぶつかりで土俵の中で熱い取り

組みが繰り広げられました。 

http://www.town.shintomi.lg.jp/item/12443.htm 
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111 これはライフ差があるときに使うのが基本ですが、実はチェーン１プライド・チェーン２ぶつかりとすることで、ぶつかりで

ライフを払わずともプライドで戦闘破壊できるため全壊させられるというコンボを狙っています。 

http://blog.livedoor.jp/kodai5170/archives/2017-02-07.html 

112 酸化チタンによる光触媒で 100％の効果。 

内部のチタン合金電極間に、高電圧発生装置により、 

ＤＣ8000Ｖの高電圧を発生させることで、放電現象をおこさせ、 

電子間のぶつかりで風圧を発生します。 

同時に、半永久的に使用できる電極の酸化チタンによる、 

光触媒現象でマイナスイオンが発生します。 

http://www.ibc-reform.co.jp/mainasuion.htm 

113 お金が入る、人が来る、いろいろなプロジェクトが起こる、すべてエネルギーによって説明できます。  

スタッフがたのしく仕事をする。ぶつかりあって仕事をする。  

これも、エネルギーの流れとぶつかりで説明できます。  

もちろん、エネルギーの法則は物理学でも成り立つ理論です。  

http://kokucheese.com/event/index/115099/ 

114 マスコミも今回の選挙を、両者の政治手法のぶつかりであるかのように報じている。 

http://the-liberty.com/article.php?item_id=13208 

115 【若返り】起こる現象は相反するエネルギーのぶつかりで生じる原理 

http://archives.mag2.com/0001014684/20151121102315000.html 

116 もともと激しい曲のバンドなのでみんな盛り上がっていましたが、 いきなり背中に激痛が走り後ろを見てみたところ、 後ろ

からガンガンぶつかってきました。 いや、ぶつかるというよりアメフトのタックルのようなぶつかりでしたね。 

http://tell-me.jp/q/1458291 

117 主人公であるシン・アスカの妹。地球連合軍がオーブに侵攻してきた際、避難中にフリーダムとカラミティの砲撃のぶつかり

で起きた爆発で両親と共に命を落とした。  

https://dic.pixiv.net/a/%E3%83%9E%E3%83%A6%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%AB 

118  一方向にしか動かせず回転運動もできません。 関節の構造は、骨同士のぶつかりで損傷しないように 

http://www.shiroyama-y.co.jp/Dictionary/Human/hone.html 

119 型の中の形や動きには、なぜそういう形なのかなぜそう動くのか、その全てに意味があります。 

１は「ぶつかり」で２は「譲歩」です。 

体のぶつかりもありますが、意志のぶつかりでもあります。 

http://xn--8pr25qvvnek9a.com/?p=713 

120 床ずれは、継続した圧迫とずれの力が掛かる個所に発生します。 

くるぶしは、肉厚が薄い上に骨突出部のため、下肢同士の重なりやぶつかりで床ずれのリスクが高まります。このかかとあて

は圧迫とずれの力を吸収し、床ずれ発生を回避してくれます。 

http://waku2chokkan.com/i/tkz02-NR07x1Heel-with 

121 ☆ガラスパールはメッキ加工になります、金具とのぶつかりで剥げることがあります。保管に気を付けてくださ

い。 

https://www.creema.jp/item/4871052/detail 

122 気圧のぶつかりで一瞬ドシャ降りに見舞われるけれども、すぐに雨は止んで晴天がやって来る。 

http://rooftop.cc/column/kaworu/161003122930.php 

123 「感情は決して綺麗なものだけではない、時に濁っていたり深く沈んでいたり。だ。だからこのアルバムには僕の全ての感情

をぶつけた、 ミスもそれは感情のぶつかりであり表現のひとつだから。」またこの CDはまた記録でもある。 

https://kayyoshida.com/kay/wp-content/uploads/2016/09/fromk_flyer.pdf 

124 最近の車のバンパーは凄く柔らかく作られているので、 

少しのぶつかりで大きくへこんでしまいます(>_<) 

http://satoucar-style.com/bmw-repair-8/ 

125 うん！癖のぶつかりで盛り上がっていた場所も収まってコンパクトになったかなと。 

http://imaihiroto.link/2017/06/02/post-2647/ 

126 最終クウォーターに入っても名城は激しい体のぶつかりでグラウンドボールを奪い、#15赤堀や#91橋本らがシュートを放つ。 

http://www.lacrosse.gr.jp/topics_detail15/id=1294 

127 個性のぶつかりであった 6作品を冬青ギャラリスト湯本さんのキュレーションによって美しくまとめてもらいました。 

https://air-u.campus.kyoto-art.ac.jp/event/detail/352/ 

128 押し出しもあるということで、正直僕にも有利な面があると思ってたんですけど、相手が十両まで行った力士の方だったので。

開始直後のぶつかりで場外に飛ばしてやろうと思ってたんですけど、逃げられちゃって。なかなかうまくいかなかったですね。 

https://ganryujima.jp/?grjm_fighter=%E5%92%8C%E4%B9%85-%E6%86%B2%E4%B8%89 

129 後半に差し掛かり、2人の日本人が加わると音の印象は一変。千住宗臣の正確無比なハイハットの刻みと抑えのきいたキック、

中原昌也の暴れ回るモジュラーシンセは、Egyptologyの奏でるメロディーを、肉体的なぶつかりでもって再構築してみせた。 

http://blogs.timeout.jp/ja/blog/2015/02/23/%E3%83%90%E3%83%88%E3%83%B3%E3%81%AF%E3%83%91%E3%83%AA%E3%81%B8%E3%80

%82rbmax%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%AE%E5%85%B1%E5%9

0%8C%E3%82%A4/ 

130 悟空の新形態は身勝手の極意といい、神々でもその境地に立つことは難しいらしい。 

なれた理由は元気玉との激しいぶつかりで自分の可能性の殻を破ったそう。 

http://tsunn.hatenablog.com/entry/2017/10/08/162243 
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131 魔女狩りのような話をしていますね。 

確かに海外では、国同士のぶつかりで、その国の店を襲撃するような事件があります。 

http://fun-fun-science.com/taniguti-mayumi/ 

132 地形との当たり判定は、横方向と縦方向で分けておく。 

そして必ず縦と横は同じ位置で判定させないようにしておく。 

これは斜め方向からのぶつかりで変な方向に修正しないために必要。 

http://www.interq.or.jp/moonstone/person/del/jumpact04.htm 

133 正々堂々のぶつかり 若花田（現、若乃花）、貴花田（現、貴乃花）の活躍が素晴らしい。 体がひとまわり大きくなり、奇襲で

はない、堂々のぶつかりで勝つ場面が増えてくる。 いい成績であろうと、次の場所はどんな相撲をとるのだろうと楽しみであ

る。   

http://www.asahi-net.or.jp/~sd8y-mrym/jiten/creation/cre10.html 

134 それまで、光速で質量がない、素粒子が、光り（光子）除いて、 

ヒッグス粒子とぶつかり、速度が落ちて、ぶつかりで重さを持ったという説。 

http://aada.at.webry.info/201112/article_150.html 

135 関節円板と下顎頭の強いこすれやぶつかりで異音がします 

http://www.fukagawa.or.jp/tmd/abnormal.html 

136 男子団体では、気合を入れたぶつかりで、鼻血が出るというハプニングもありましたが、精一杯の力を出し切りました。 

女子個人では、取組が３分以上も続くなど熱戦を繰り広げましたが、入賞へはあと一歩及びませんでした。 

https://tomita-e.esnet.ed.jp/modules/wordpress0/index.php?p=322 

137 「ぶつかってしまうのは分かっている、そのぶつかりで何かが生まれるのではないかと思っている、紳助とヒロミでやらせて

欲しい」 

http://blogos.com/article/153088/ 

138 重厚感のある幅広・厚みのあるデザインでは、素材選びを間違うと金属アレルギーを起こしてしまうことが。またデザインに

凹凸のあるものを選ぶと、摩擦やぶつかりで指を痛めてしまうこともあるようです。少し変わったデザインほど、着け心地や

素材に注意して選びたいですね。  

http://wedding.mynavi.jp/ring/contents/column/propose/2015/09/entry_41682/ 

139 さらに歯の生え方が変な所があり、親不知とのぶつかりで奥歯がむし歯でボロボロ。 

https://www.oralcom.net/everyone/2048/ 

140 側板をベースに差込ます。 

このとき、まだ止まっていないので、側板が風や、ちょっとしたぶつかりで倒れないように注意します。 

http://park18.wakwak.com/~parmy/inaba.htm 

141 レンジ OK 食洗機 OK（ただし食器同士の重なりや、強固な器とのぶつかりで破損の恐れはあります） 

https://minne.com/items/6749248 

1421 まさか、3000年前の人たちがそのことを知っていたわけではないでしょうが、経験を通して空気のぶつかりで大気がかき乱さ

れ、雷が起こることに気づいていたとしたら、古代の人々の想像力の凄さにびっくりです。 

http://510.kyoto.jp/?p=104 

143 痛いです 

人間のぶつかりでこんな音がするのだと 

初めて知りました 

お相撲取りの皆さんは間違いなく首がおかしいです 

http://www.naoru-

shimazaki.com/%E5%A4%A9%E4%BD%BF%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A

3%E3%83%83%E3%82%AF-2/ 

144 一方、中大の松田雄監督は「あと 15分。前半から流経大とのぶつかりで体力を消耗して続かなかった。ここが修正課題」。3勝

2敗となり、大学選手権出場への残り 1枠を確保するために 12日の東海大戦、27日の大東大戦に最善を尽くす。 

http://rugby-rp.com/news.asp?idx=110391 

145 秋 vs冬の激しいぶつかりで低気圧は発達し、戦のあとは冬の寒気が入ることで季節が前進します。日本海側は雨や雪となり、

太平洋側は晴れますが空気はひんやり。 

https://topic.life-ranger.jp/column/%E4%BB%8A%E9%80%B1%E3%81%AE%E5%A4%A9%E6%B0%97/21198/ 

146 白鵬が何時ものように立ち合いに張り手、エルボーとか粗っぽい立ち合いを見せるのかと 

見ていたが堂々のぶつかりで一瞬気が抜けたようでした。 

http://isao-japan.blog.so-net.ne.jp/2016-05-21-1 

147 色のぶつかりが全部同じだよね。一番濃いグレーが縦にビーっと白とだけ隣り合ってる。 

6色もあるのに全部同じぶつかりで、しかも明度がグラデーションになってるじゃん。 

http://www.geocities.jp/artbbs_log/004.html 

148 上昇のエネルギーと下方に流れるアパーナのぶつかりで苦痛を経験しなければなりません。 

https://ameblo.jp/manakapua/entry-11230812913.html 

149 キャラ同士のぶつかりで滑り可能。 

http://www.geocities.co.jp/Playtown-Darts/6388/hunfirst.htm 

150 黄色い桃は、ちょっとしたぶつかりで色が変色したりしますので、山梨から遠くへの発送には不向きです。 

http://www.yamatwo.jp/%E9%BB%84%E9%87%91%E6%A1%83-%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%B4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%A6/ 

151 もしかするとリバーブの響き方などのパラメーターが原音にも影響しているかもしかしたら位相のぶつかりで消えている帯域

があるかもしれませんね。 
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http://creators-house-labo.com/dtm-c/mixmaster/3888/ 

152 曙関との初のぶつかりで廻しをとりに行くなど、高見盛関らしいドンくさいエピソードを交えながら、こんな俺でもやってき

たということを示してくれた自伝。今後親方として東関部屋、ならびに相撲界を盛り上げていって欲しいですね。 

https://bookmeter.com/books/6878956 

153 さらに 1 時間後、少し下げ潮が強くなり、沖のシモリ付近でできるサラシのぶつかりに潜る潮 が鮮明になってきました。そ 

https://www.town.setouchi.lg.jp/kankou/kan/asobu/tsuri/documents/super20flow7.pdf 

154 ドリブルをし、横からタックルやスライディングを受けた時も捻挫が起こりやすくなります。人間は正面からのぶつかり合い

には踏ん張りが効きやすいのですが、横からのぶつかりに対しては正面のぶつかった時の踏ん張る力比べると、弱くなりま

す 。 

https://www.doi-hari.com/tekiousikkan/nenza/article15.html 

155 理由はマイナーコードの 5音と半音のぶつかりになり 

音が濁ることと、VIの第一展開形（C#mなら A/C#）のニュアンスが出現し、 

Iとしてのハーモニーの強さがぼけてしまうことにある。 

http://pizuya.com/archive/2011/10/6no1.php 

156  1年生だった昨年は、とにかく悩みとぶつかりにぶつかり…。シーズン中は、担当楽器のティンパニとなかなか仲良くなるこ

とができず、技術面ではかなり悩みました。 

http://prideofsoka.org/test2/html/99.html 

157 音のぶつかりがある事でその部分を特徴付けたり、一瞬の緊張をもたらせたり…そして、ぶつかりから解放される事での緩和

感や安心感などの効果も与えられますよね。 

https://creofuga.net/diaries/2486 

158 大相撲同様、立ち合いの激しい“ぶつかり”から始まる試合。 

https://www.fsi.co.jp/sumo/about/manual.html 

159 イノベーションは、ひとりの天才が作り出すというよりは、人と人とのぶつかりから生まれる。 

http://toyokeizai.net/articles/-/18491?page=3 

160 譲体の vanderW:銅 18 描像と呼ばれる概念は、この粒子持士のぶつかりから決まる空間充填に関する性質を取り上げた もの

である向。 

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/142873/1/KJ00005489375.pdf 

161 右下隅の変化で黒１３のぶつかりから１５の押さえの時白１６とつないだのが間違いでしょうか？黒１７と切られましたか

ら。 

http://www.usagiclub.jp/new/igoyyrom/igoyyrom.cgi?Num=91&page=5&bl=0 

162 個性のぶつかり 

 擦った揉んだは個性と個性のぶつかりから始まります。仕事仲間のぶつかり、友人とのぶつかり、そして親子のぶつかり。 

http://mutopchp.jp/monthly_old/mnsno31.html 

163 そうした上で，自分が歌う音と他のパート，さ らにはオーケストラ譜の音のぶつかりから，作曲家の 意図を考える（ことが

理想であった）。 

https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2016_08/p41.pdf 

164 OGASAKA オガサカ スキーケース ONE DX ワンデラックス スキーバッグスキー1組が収納できるスキーケース。パッド入りの

ボックス型で、外部とのぶつかりからスキーを保護します。隙間にゴーグルやグローブなどの小物程度の物なら収納できま... 

http://kakaku.com/snow/ss_0009_0003/0033/%83I%83K%83T%83J-OGASAKA/search_itemlist.aspx?ssi_tag3=200002072 

165 これを克服するには、日頃から自分の考えを持ち、例え意見の食い違いが起こっても自分の意見を主張する、意見のぶつかり

から逃げないため自分の主張には熱意を込める、という習慣を仕事の中で育てていくしかない。 

https://baigie.me/nippo/2015/03/05/%E7%90%86%E8%AB%96%E3%82%92%E8%B6%85%E3%81%88%E3%82%8B%E7%86%B1%E6%84%8F%E3%8

1%AE%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%80%A7/ 

166 理想の相撲スタイルは、立ち合いのぶつかりからの「押し」をベースにした相撲。 

http://www.ogata.or.jp/blog/?m=20140829 

167 4．個人の課題 

  ・仲間との相互のぶつかりから自己課題を見つけていく 

  ・自発行動の重要性 

http://www.shinkoiwa-kinder.com/news/70anniversary/index.html 

168 そして、8 時 50 分･･サラシでばらけた餌を沖で拾ってるかも？と考 え、遠投し潮とサラシとのぶつかりから仕掛けを入れて

いくとウキが斜めにキレイに入り 2 枚目。 

https://www.town.setouchi.lg.jp/kankou/kan/asobu/tsuri/documents/super20flow3.pdf 

169 それが内側に向かっちゃってる作品もこれまでにあったんだけど、今回は僕らの中でも１番パイの小さい人間同士のぶつかり

から、今の日本や世界で起きてる社会的な問題へと目を向けることが出来たんじゃないかと思いますね。 

http://kansai.pia.co.jp/interview/music/2013-06/lastalliance-seventhsense.html 

170 独創的ソフトウェアは通常の勉学では育ってこないようなソフトウェアセンスと,なにかが欲しいというニーズのぶつかりか

ら生まれるようです． 

https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/2008/pm_index.html 

171 化学反応とはいろいろな考えのぶつかりから、第三の知恵が生まれることを指しています。 

http://www.rapport.ne.jp/mailmagazine/150127.htm 

172 ヘビー級になると武器と武器のぶつかりから音が違う。 

https://spice.eplus.jp/articles/93204 

173 シーズとニーズのぶつかりから死の谷を越える 
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https://www.gfd-dennou.org/library/davis-workshop/2009-08-20/presen/20090820E_Shimojo.pdf 

174 子どもが事実をもとに具体的に考えると、事実のぶつかりから疑問が生まれ、それを解決しようとしてさらに事実を調べると

いう学習の循環が生まれるからである。 

https://www.meijitosho.co.jp/eduzine/opinion/?id=20170657 

175 歴史的には、ダーウィンの「種の起源」発表によるキリスト教信仰側と科学者側の対立 

北部（奴隷反対派）と南部（奴隷容認派）との戦いであるアメリカ南北戦争 などともに思想のぶつかりから起こった対立で

す  

http://blog.goo.ne.jp/ls_kipps/e/14b611a0c1ecf6a49957ab77c6fe6f0e 

176 保護メガネ 飛散物やぶつかりから目を保護する ために常時着用が望ましい。 

https://j-fma.or.jp/6anz/data/anzen-sagyou.pdf 

177 豊響(１勝１敗)(押し出し)将司(0勝２敗)● 

 思い切ったぶつかりから豊響の一方的な押しが決める。 

http://chuofire.la.coocan.jp/s200809-02.htm 

178 Aちゃん母親のやり口もいかがなものかと思うけど、 

向こうだってトピ主子のぶつかりから転ばせを故意だと思ってるかもしれませんよ？ 

http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2014/1025/686371.htm 

179 2部は嫁と姑のぶつかりから育児に悪影 響を及ぼす場合を紹介し，解決への方策を 提供する種々の話題が中心である． 

http://www2.sozo.ac.jp/pdf/kiyou18/06omori.pdf 

180 その繋がり、交わりはここで完結するのではなく、新たな可能性を秘め、派生、拡がりを見せる。側面と側面のぶつかりから

潜んでいた内面をみつけるなど、出会うべくして、交わるべくして、絡み合い、最適化される。 

https://a-files.jp/rainbowsoko3sp.html 

181 最近は「相手との”生”のぶつかりから生まれる予想外の展開に楽しみを感じる」と舞台にも魅力を見出す。 

http://www.townnews.co.jp/0301/2016/04/21/328983.html 

182 クリームの解散は３人の個性が強すぎてその個性のぶつかりから解散という方向になってしました。 

クリームの解散その直後、スティーヴ・ウィンウッドや先のベイカーらとブラインド・フェイスを結成し、「スーパー・ジャイ

アンツ」という 1枚のアルバムを残して解散した。 

http://toy-

music.net/blog/2%E6%9C%8812%E6%97%A5%E3%80%80%E7%A7%80%E9%80%B8%E3%81%AA%E6%9B%B2%E6%8F%83%E3%81%84%E3%81%AE%E3%

80%80%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9/ 

183 母子世帯で母親が発達障害や知的障害を持っているケースでは、養育力に欠き、多感な子どもにとっての親の存在の希薄さも

あり、子どもが不登校になって学力が低下して高校 に進学できなかったり、もしくは自立心の強さから過度に子どもが勉強を

頑張り好成績を 取りながらも、小さな学校生活でのぶつかりから不登校に至ってしまったケースもみられ た。 

https://www.hyugacity.jp/tempimg/20160904181530.pdf 

184 破壊神ビルスとシャンパが戦った時、強大なエネルギーのぶつかりから宇宙が崩壊するのをウィスとヴァドスが制したことが

ありました。 

http://www.yone-himajin.com/?page=1507729577 

185 目の前の流れを渡り、ポイントへ向かう。 

程なく到着、流れ込みのぶつかりから右へ流れ出して 

ゆく突端がポイントらしい。 

https://ameblo.jp/taifucurry/entry-11917077633.html 

186 角のごっつんから優しくぶつかり防止【6m】 と 角のぶつかりから赤ちゃん子供を守ります を購入した。 

http://mika5555.blog17.fc2.com/blog-entry-462.html?sp 

187 狭い駐車場内で、自転車のぶつかりから車を保護  

安心クッション波型 

http://www.cushiony.jp/contents/cushiony_voice/voice_11.html 

188 • 痛みが伴っても、クライエントのぶつかりから逃げずに、誠意を持って受け止めてぶつかります。 

 http://d.hatena.ne.jp/teto2005/20060111/1136992134 

189 時の流れっていうのかな，そういうの興味ありますね．あ，ちょうど今，「時間のぶつかりから」って本を買って，これから読

もうとしてるところなんです． 

http://www2s.biglobe.ne.jp/~reiko/database/text/temp/0034.html 

190 段差収納時のリール同士のぶつかりからリールを保護する着脱式カバー。 

http://www.turi-para.com/iso/r_case/daiwa/pv_hd/b.html 

191 さらに縦波には、その照射部位において超音波の発する振動によって起きる組織同士のぶつかりから熱を発する場合があり、

ヤケドのリスクもありました。 

http://crossdiet.net/ultraaccent/ 

192 ７のぶつかりから１１のツメまで、定石のような進行です。  

http://qwer191.blog.fc2.com/blog-entry-465.html 

193 違和との出会い、あるいはぶつかりからしか、変化は生まれないのかもしれません。 

慎重になり、賢明になることは大切だけど、違和を恐れない心を失いたくありません。 

http://www.geocities.jp/kyokaihome/masaya-kh/17.html 

194 さて、「チェーンステーガード（チェーンステープロテクター）」、ご存じですか。フレームのチェーンステーをチェーンのぶつ

かりから傷を防止するための透明フィルムです。完成車にはほぼ 100％付いていると思います。 

http://blog.livedoor.jp/colorlesswind/archives/4930819.html 
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195 だが、悲しいことにこの石碑は現代になると改竄されてしまっており、この真実と村の大人のエゴのぶつかりからくる、後味

の悪い現代レブレサックのシナリオが待っているのだ。 

http://aroth.cocolog-nifty.com/blog/2012/09/post-aba2.html 

196 そのイメージとイメージの重なり、ぶつかりから世界が形成されます。  

http://www.kibiehon.net/ehon/Dayly/150401/ehon.php 

197 たくさんぶつかって、同僚にもたくさん迷惑をかけてきたことは言うまでもないですが、そのたくさんのぶつかりから信頼関

係を築けてきたと思います。ずっと、我慢して、同僚を信じてよかったです。 

http://ghconsult.org/?p=3449 

198 私が好きな人とクラスが違って話せないって友達に言ったら「ぶつかれ！」って言われたんですけど、ぶつかりからの恋や意

識し出す、気になり出すというのはあるんでしょうか？ 

http://lineq.jp/q/38715153 

199 新しい覚醒と想像は、異質なものとのぶつかりから生まれる。 

https://www.taiwan-panorama.com.tw/ja/Articles/Details?Guid=fe31632c-68b0-4f6d-b5d0-a346b78bf3b6&CatId=2 

200 集団のなかで生活すると個人の要求のぶつかりからトラブルが生じる。そ 

http://klibredb.lib.kanagawa-u.ac.jp/dspace/bitstream/10487/12320/1/34-04.pdf 

201 セドルはコウにしたがってるね  

左辺もぶつかりから渡ればコウはなかったがあえて単に一線渡ったな 

https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/gamestones/1221663172/l50 

202 子供の歯について質問です。  

うちの子供は乳歯が抜けて(友達とぶつかり)から約三年永久歯が生えて来ていません。  

これは、強制歯科に通い、検査(レントゲン等)をし、経過観察です。  

https://www.askdoctors.jp/topics/1029052 

203 この支流は、本流とのぶつかりからポイントがある支流で、他にプールや流れの緩い所など所々にポイントがあり、川幅もそ

こそこある釣りやすい川です。 

http://xtremer.blog107.fc2.com/blog-entry-32.html 

204 倚音のぶつかりから一気にふわりと広がる……といった感じの音響的効果をねらったフレーズだと思います。 

https://note.mu/mariekids_works/n/nf13a400efdf9 

205 この、濃い質量の中での猛烈なぶつかりからしか見えないものが、 

見える、判る、そこから始まるスタートがあるようにも思います。 

https://starsretreat.wordpress.com/2014/08/25/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AE%E7

%81%AB%E6%98%9Fx%E5%9C%9F%E6%98%9F%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83

%A7%E3%83%B3/ 

206 それゆえ、展示では、ヨー ロッパにおけるバイキングの勢力拡大の影響を 探求し、中世キリスト教世界と異教徒北欧系文明

とのぶつかりから生まれる新しい国のことが 分かる。」バイキングの力と影響力に欠かせな い船が導入部の展示のテーマであ

る。 

https://www.kwansei.ac.jp/s_sociology/attached/0000036619.PDF 

207 レイである平良伊江とシンである今岡汀との肉弾戦。前回で描いた水龍凄気網波と水龍千首流撃のぶつかりからの続きです。 

http://chageasfan.blog.fc2.com/blog-entry-692.html 

208 一方で、関大北陽はおそらく最初のぶつかりから相手の強さを体感したのではないでしょうか。 

http://goto2019.com/highschoolrugby1/ 

209 色相環を見せて「反対になる色」で貼り絵をしました。色のぶつかりから生まれるギラツキ効果が狙いです。 

http://blogs.makusta.com/kinonekojp/%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E8%89%B2%E3%81%AE%E8%B2%BC%E3%82%8A%E7%B5%B5%E3%81%A8%E4%

BD%93%E9%A8%93%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.html 

210 稽古はぶつかりまでみっちりと行いました。 

ぶつかり稽古は受けるのもやるのもしんどいですよね。 

嫌いです。 

http://handaisumo.blog.fc2.com/blog-date-201706.html 

211 最後のぶつかりまでガッチリと出してくださいました m(__)m 

それから、私の愛弟子でもある『坂下将崇』選手も、いつも率先して高校生の相手をしてくれるので本当に助かっております。 

https://www.facebook.com/fukunosumo/posts/1093998850652032 

２１

２ 

春日山部屋には、関取春日王を筆頭に、同世代の若い力士が多く、相撲部員と「ライバル意識」をむき出し

に、早朝から、四股に始まり、申しあい、ぶつかりまで熱のこもった稽古を連日繰り返しました。  

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/st/student/info/pickup/pu200603_sumou.html 

213 【変化図】堂々と黒１まで入ります。白は２とつけてくるくらい。黒９のぶつかりまでを打ち、黒１１と挟みつけるのが肝要

です。 

http://kisei.yomiuri.co.jp/column/shinan_takiguchi/04.htm 

214 発点からの登りはジグザグに登り、立烏帽子からの稜線のぶつかりまでの中間付近で私は引き返した。 

https://plaza.rakuten.co.jp/kenkichi70/diary/201503070000/ 

215 肉感的なエロティックさもエトアさんの作品の大好きな所なんですが、先日のうさしっぽのお話は互いの命の長さの違いや他

人に獲られる苦しみという、互いを思うが故の相容れないエゴのぶつかりまでもが最高でラストの狼めりの独白に全部持って

行かれました。素敵なご本をありがとうございました。→ 

https://twitter.com/i/web/status/921753558411755521 

216 ◆最後の仕上げは小笠原コーチのぶつかり稽古。申し合いからぶつかりまでコーチも体力勝負！！ 
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https://ameblo.jp/norakuro2000taichi/entry-10254579853.html 

217 佐藤 四股、すり足、ぶつかりまでいったらあとは自分でやるんですけど、それぞれやっぱり反省点を生かしてやっていると

思いますね。 

http://wasedasports.com/feature/20171027_79428/ 

218 【途中で長尾選手が、昨日出稽古した「春日野部屋」で負傷した耳から再出血・・・というトラブルもありましたが、最後の仕

上げのぶつかりまでかっちりとやっていただき、稽古は終了！】 

http://ginousumoubu.jugem.jp/?day=20120507 

219 遅刻なんで、アップを一通り済ませたあと、押しをたくさんやり、立ち合い練習をし、三番、ぶつかりまでをやった 

http://blog.livedoor.jp/noraneko_yukisaki/archives/50814284.html 

220 相撲内容も基本をみっちりと教え込まれているようで、立ち上がりからぶつかりまで、大相撲顔負けといったところです。 

http://www.city.imari.saga.jp/3333.htm 

221 滑り落ちそうな岩によじり上がりネコヤナギの 

スレスレに入れたが軽いオモリと水流に押し流されて 

岩盤のぶつかりまで一気に流された。 

http://ayuturu.blog41.fc2.com/?m&no=19 

222 家庭内での子ども同士のケンカはお友達とケンカをした時に、その効力を発揮するような気がします。どの位の加減が適当な

のか、どの位のぶつかりまでなら耐えられるのか……。もちろん、兄弟姉妹のケンカの加減はそれぞれのご家庭の中で違いま

す。 

https://papimami.jp/21571 

223 「お子様」は、定量実験と定性の区別、やってんのかね。 

客車長さそのままの、古典力学での客車左右への中央からの光子ぶつかり。 

ぶつかりまでのかかった時間を線路系時間で、測れる。 

http://neta.ikimono.xyz/11251 

224 ここからは、石の脇に流し、巻き返しに落とし、大石のぶつかりまで我慢して、岩魚を目にした。  

http://tenkara1nen.naturum.ne.jp/e2567897.html 

225 数量的には、まだ設計の段階でありますのであれですが、基本的には、エコーさんの前ですねっす。 あのう、そっからマツム

ラさんの方まで、北裏線のぶつかりまでのラインを、まず完成をさせたいと いうことであります。 

http://www.city.obanazawa.yamagata.jp/files/20070228145531H180912.pdf 

226 さて、だいぶ水位も下がり周りは草ぼうぼうと夏らしくなってきました。 だが朝方は寒い。 今朝も怪物退治に出かけました

が本日も捕まらず。 ん～、フルキャストきもい～。 社長さんも参戦しましたが・・・。 ぶつかりまで行ってみました。 

https://jobtalk.jp/company/223779/blogs?page=5 

227 これは爆発やものとものとのぶつかりまでばっちりですが）作中では車やタチコマに使われている（と思う）んですが、メカ

メカしくて良いですね。 

http://hamsphere.seesaa.net/archives/200809-1.html 

228 ただ、アーティストとの協働作業の際の影響し合うようなぶつかりまではいっていないのでは。 

http://yatai2008.exblog.jp/tags/%E5%B1%8B%E5%8F%B0%E4%BC%81%E7%94%BB/ 

229 二人は踊りに踊って、踊り回りながら壁にぶつかりまでした。 

http://www.aozora.gr.jp/cards/001093/files/42598_29605.html 

230 座標空間のぶつかり、これは余程調子のいいときでないとイメージ維持すらできんので、そこでの部分を言語化するのも。だ

がレーダーのぶつかりまでは記憶維持できる。 

http://zionadchatwitter.seesaa.net/archives/20140507-1.html 

231 さて、トヨタはこれから先いろんな包囲網にさらされるだろう。まず世界の自動車業界での競争は、“国益”とのぶつかりまで

高まる可能性がある。 

http://tomo-gongura.cocolog-nifty.com/blog/2007/10/post_56fe.html 

232 「お子様」は、定量実験と定性の区別、やってんのかね。  

客車長さそのままの、古典力学での客車左右への中央からの光子ぶつかり。  

ぶつかりまでのかかった時間を線路系時間で、測れる。  

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/sci/1474902336/69-n 

233 馬同士のすり抜けとぶつかりの違い 

http://service.pmang.jp/blackdesert/discussions/questions/16846 

234 ぶつかりの衝撃をやわらげる☆コーナークッション 2m☆ 

http://pippichan-land.jp/SHOP/wk-147.html 

235 人間関係の中で出てくる感情というストレス。家族もまた人間関係で成り立っています。そんな中での感情と感情のぶつかり

があります。そんな感情のぶつかりの対処の方法を学び、良い人間関係、愛溢れる家庭を築きましょう。 

https://www.facebook.com/events/394340904096131/ 

236 やわらかく、弾力性のある素材でぶつかりの衝撃を吸収します。 

http://kakaku.com/baby-

goods/ss_0013_0113/0034/%83R%81%5B%83i%81%5B%83N%83b%83V%83%87%83%93/search_itemlist.aspx?ssi_kw=%83R%81%5B%83i%

81%5B%83N%83b%83V%83%87%83%93 

237 子供同士のぶつかりの怪我について 

児童館で１歳半同士の子供がぶつかり転倒（遊戯中で双方走って）、片方の子供が口を切るという怪我をしました 

（結構大きく切れたみたいけっこう出血してました）。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114437349 
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238 お掃除などによる、クリーナーのぶつかりの蓄積をガラスに与えない設計にしました。 

http://sakura-wks.com/zeroclass_door.html 

239 ●木目調のカラーでインテリアに気遣う場所に最適です。 

●発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。 

●付属の両面テープで危険箇所に貼るだけで簡単に取り付けられます。 

http://www.car-boy.co.jp/baby_mokume.html 

240 多くの場合上位力士が受け側に立つが、横綱大関の場合、特定の力士がぶつかりの相手をつとめることが多い（北の富士勝昭

に対する高見山大五郎、北の湖敏満に対する金城興福など）。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%BD%E5%8F%A4 

241 逆にぶつかりの終盤で押し手が疲労した場合は、押し手が持つ筋力エネルギーを、受け手を押すための運動エネルギーとして

効率的に変換できず、受け手と押し手の圧力の拮抗が成立しなくなる。結果、押し手はそれ以上疲労困憊まで追い込めなくな

る。 

http://blog.livedoor.jp/kwangakusumo/archives/51234319.html 

242 【特長】ぶつかりの衝撃をやわらげます。【用途】お子様の危険防止対策に 

https://www.monotaro.com/k/store/%82%D4%82%C2%82%A9%82%E8%20%96h%8E~/ 

243 失敗を恐れず、ぶつかりの中から本当に自分がやりたいことを探す。 

http://www.osaka-geidai.ac.jp/geidai/departments/photography/interview/celebrity.html 

244 松原です 

部員皆からぶつかりの誕生日プレゼント 

https://ameblo.jp/kk4677/entry-12317429845.html 

245 障害者の 80年代をひらく―行政改革と国際障害者年のぶつかりのなかから (1982年) 

 https://bookmeter.com/books/688871 

246 正確な分包 

落下や通過ルートを細分化し、錠剤同士のぶつかりやハネを最小限にとどめています 

http://www.takazono.co.jp/products/zenjidojyozai_housouki/eser-128j2.html 

247 ぶつかりや転倒等によるけがの防止に努め、喜んで楽しく遊んでいただけるよう配慮します。 

http://www.yamatoen.or.jp/houkago/dayservice.html 

248 部屋の扉は全て引き戸とすることで、開閉時のぶつかりや、ふらつきによる転倒防止を図っております。 

http://www.tokai-corp.com/san-shingu/aboutus/ 

249  保護クッション 発泡ゴムでぶつかりや衝撃を吸収。安全をサポート！  

http://www.gyomu.net/jcat/snmm/05anzen1/640.htm 

250 ぶつかりや挟まれの原因となるガイドレール上での立ち止まりや、戸袋付近の立ち止まりを検出し、注意を促します。 

http://www.optex.co.jp/as/product/oes-810/index.html 

251 喜びに至るまでには苦労や失敗、 

社内でのぶつかりや摩擦など、 

さまざまな経験、思いがあってこそ 

味わえるものだと思います。 

http://www.miyamoto21.co.jp/company/work 

252 咲くまでに時間がかかる場合も多いですがお花はまれに開花しないで終わってしまうことがあり、 原因としましては配送途中

の蕾のぶつかりやつぼみの乾燥により起こることがあるようです。（市場担当者談） 

https://www.hanadonya.com/guide/syoubu 

253 いろんな葛藤や苦労、 

メンバー間でのぶつかりや 

環境の変化による team°C-uteの減少。。。 

https://ameblo.jp/c-ute-official/theme-10088966207.html 

254 ロングショアカレント同士のぶつかりや、サンゴ礁の切れ目などに発生する局地的な流れ。水面から見分けやすい。 

https://si-s.life/blog/howto/down-current/ 

255 一旦、可燃性ガスが噴出すると、津波によって回転移動した住戸内でもののぶつかりや配線等から火花が発生し、可燃性ガス

に着火・爆発したものと 考えられる。 

http://www.bousaihaku.com/bousai_img/higashinihon/genkou_110/108_04shikisya_hokugo.pdf 

256 もし、こういうぶつかりや融合に、まだ文芸へ求める気持ちがまだ満たされないのなら、什刹海、南銅鑼巷、三里屯、五道営、

798芸術エリアをぶらぶらと歩けば、きっと満足させられるでしょう。北京はいつでも夢を叶える場所なのです。 

https://www.arachina.com/beijing/ 

257 豊洲のタワーマンションを舞台にそこで暮らす住人たちの虚栄心のぶつかりや、心の闇を描いた本ドラマ。 

https://www.cinematoday.jp/news/N0087235 

258 どんな企業でも、農業でも、事業をしていれば必ず訪れる世代交代。 

そして起こる現経営者と後継者のぶつかりや対立。意見のくい違い。 

https://met-

p.jp/consulting/%E7%8F%BE%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E3%81%A8%E5%BE%8C%E7%B6%99%E8%80%85%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81

%84%E3%82%92%E3%82%88%E3%82%8A%E8%89%AF%E3%81%84%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%AA%E3%81%92/ 

259 ③迫力を楽しみたいならプール近くのスタンドで!! 

水球はプールの底に足をつかず、まき足でプレイしています。 

プール近くに行って水の中を見てみましょう。 
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さらに、ハードなぶつかりやゴールに入るボールの音を楽しめます。 

http://poseidonjapan.net/waterpolo.html 

260 高さも抑える事でぶつかりや引っかかりも軽減されます。 

http://tanida1944.com/%E5%AE%9D%E7%9F%B3%E3%81%AE%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%E4%BA%8B%E4%BE%8B/%E6%8C%8

7%E8%BC%AA%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%EF%BC%88%E4%BD%9C%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%EF%BC%89/ 

261 子どもたちの安全に気を配る ・ぶつかりやトラブルの対応と援助 ・出かける子どもの時間、行き先を把握す る 

http://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2013090500013/files/gaidbook.pdf 

262 違う音源で作った曲の MIDI を、各パートの音の分離が良い SOUND Canvas VA で鳴らすことで確認できる音

のぶつかりや、 SOUND Canvas VA で鳴らしたことによって生まれた新たな発想を使うことも多いです。  

http://blog.roland.jp/artist/scva-interview-cake/ 

263 しかし田中選手は、「抜くことはできていましたが、やはり体のぶつかりやほぼ全員が 2m ある高さの前では、普通にレイアッ

プシュートに行ってもブロックされたり、フィジカルで吹き飛ばされてしまいました。 

http://akatsukifive.japanbasketball.jp/men/2256 

264 薄く丸形のデザインで、お部屋の隅々まで掃除できます。障害防止センサーを備えており、ぶつかりや落下はありません。写

真にビデオ付き。 

https://www.amazon.co.jp/ILIFE-%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E6%8E%83%E9%99%A4%E6%A9%9F-%E9%AB%98%E6%80%A

7%E8%83%BD%E3%81%AE%EF%BC%93%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3

%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-%E9%95%B7%E6%99%82%E9%96%93%E7%A8%BC%E5%8B%95-160%E5%88%86%E9%96%93/dp/B06XYS1Z6M 

265 田中 人数が少ないので、短いながらも、内容のつまった稽古です。しこ、すり足、ぶつかりなど当たるようなもの、それか

ら実践練習ですね。 

http://kanspo.univ.nikkansports.com/?p=11584 

266 ぶつかりなどの欲しい商品を安く手に入れたいという方だけでなく、不用品を売りたい、譲りたい、処分したいという方もぜ

ひご活用ください。 

https://jmty.jp/all/sale?keyword=%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%8A 

267 初日は４､５､６年生が､２日目は１､２､３年生がすもう教室に参加し､蹲踞(そんきょ)や押し､ぶつかりなどの基本姿勢・基本動

作を楽しみながらも真剣な表情で取り組みました。そして､簡易試合では､わんぱく力士たちによる白熱した取組が披露されま

した。 

http://www.mod.go.jp/asdf/miho/s_sumou.html 

268 イス・テーブル・オーディオ・置物・花瓶や小物入れなどの底に。 家具と家具や壁とのぶつかりなど主に重量物用に。 

https://www.kitagawa-ind.com/kitarior/product/suberi3.html 

269 DTM 作曲手順：まず主旋律を打ち込み、それに合わせたドラムパターンを下ごしらえ、ベーストラックを打ち込んだら素

早くコード楽器を重ね、音のぶつかりなどを丁寧に調整し、ボーカルトラックを作成します。 

https://twitter.com/40mp/status/170372587287887872 

270 ●掛けるものによっては、開閉時のこすれ、ぶつかりなどによりドアに傷をつけるおそれがありますのでご注意ください。 

http://alumi.st-grp.co.jp/products/entrance/door/novaris/option_da.html 

271 団体の中での子供たちの押し、転び、ぶつかりなどのいたずらを防ごう。 

http://www.myclinic.ne.jp/imobile/contents/medicalinfo/top_dental/dental_02/mdcl_info.html 

272 イス・テーブル・オーディオ・置物・花瓶や小物入れなどの底に。また家具と家具や壁とのぶつかりなどにご使用ください。 

http://www.dailyonsales.top/products-p-17685.html 

273 ●材質：ウール 60%・特殊フェルト。 ●置物や小物入れなどの底に。また、タンスの底部やコーナーガード、戸当たりや家具

と家具や壁とのぶつかりなどに 

http://www.onsaledailys.top/products-p-51917.html 

274 ディミニッシュな響き、ノンダイアトニックコード、半音でのぶつかりなどアクが強いコード進行ですね。 

http://past-orange.com/po_sp/?p=4434 

275 腰壁には、台車のぶつかりなどによる傷や汚れを軽減するハイドロセラ・ウォールを採用 

http://www.com-et.com/jp/file/fetch/133502/ 

276 明るさのバリアフリー…ちょっと気づきにくいかもしれませんが、部屋と部屋との明るさに差がありすぎると、転倒や家具へ

のぶつかりなど、高齢者にとって思わぬ事故につながりかねません。ムードのある暗めのライティングを楽しむ一方で、明る

さのバリアフリーが考慮された照明設計が望ましいと言えます。 

http://www.2421.jp/useful/qanda/154.html 

277 流れに沿って留められているダイヤモンドが華やかさを演出してくれます＊ ダイヤモンドは素材を彫って留めている彫留め

というものなので 普段の生活で引っ掛かりやぶつかりなど、気にせず着けていただけます！！ 

 http://www.lapage.jp/staffblog/8688/ 

278 腰壁に腰壁専用シートを貼って、少々のぶつかりなどには十分耐えれるようになりました。 

http://sumigocochi.com/2015/04/11/%E6%96%BD%E8%A8%AD%E5%86%85%E8%A3%85%E5%B7%A5%E4%BA%8B/ 

279 上張り：レザー（TY2）背・座の周囲はフレームに保護されているので、テーブル木口・脚へのぶつかりなどから張布を守りま

す。 

http://www.irischitose.co.jp/digitalcatalog/general-catalog2017/pageindices/index96.html#page=97 

280 ４月２０日（月）に、相撲部を励ます会が行われました。 

四股やすり足、ぶつかりなどの普段の練習の様子や取組を発表しました。 

https://tomita-e.esnet.ed.jp/modules/wordpress0/index.php?m=201504 

281 けいこ後大関に「初めてで、あのシコが踏めるのはさすが」と褒められた井上は、「腕の使い方や重心のかけ方など、今は他の

スポーツのおいしい部分をつまみ食いしている。次はぶつかりなどもやってみたい」。 
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http://www.asahi.com/sports/spo/battle/TKY200701050055.html 

282 例えば窓の位置も、採光や風通し、お隣との視線のぶつかりなどを考え、街全体で設計されるのだとか。 

http://sonouchi.jp/fco-

musashikoganei/2017/05/%E3%82%86%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%A8%E7%B5%B1%E4%B8%80%E6%84%9F%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8

B%E8%A1%97%E4%B8%A6%E3%81%BF%E3%82%92%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%82%E8%A1%97%E3%81%A5%E3%81%8F/ 

283 練習内容：四股、すり足、申し合い、ぶつかりなど 

http://itano-hs.tokushima-

ec.ed.jp/?block_id=115&page_id=0&sort_metadata=seq&visible_item=5&action=multidatabase_view_main_init&multidatab

ase_id=14&now_page=1&nc_session=a1g6jrf5odimpna63oqr0m09s3&switch=%E5%88%87%E6%9B%BF 

284 ピアノパートの 80 小節目アウフタクトからは、17 小節目のアウフタクトの再現となっていまして、輪郭をなぞることを音 

楽的に追体験できる構造を持っていることに注意しましょう。84 小節目は和音の第２転回形で書かれていて、その音 の広が

り、それから非和声音の倚音（いおん）のニュアンスや 86 小節目のアルトの動きと音のぶつかりなど、意識した いところが

たくさんあります。 

https://www.nhk.or.jp/ncon/music_program/pdf/2016_advice_h_girls.pdf 

285 機械を搭載しているステーションは固定式。配膳は機械 を搭載していないシャトルのみで行うため、ステーション は移動に

よるぶつかりなどがなく、故障が少ないので安心です。 

https://www.erecta.co.jp/catalog/newcookchill.pdf 

286 留学前の語学力としては、都留文科大学での韓国朝鮮語は科目のぶつかりなどで受講できなかったため、独学で韓国語能力試

験 2級を取得した。あとは短期留学で韓国外国語大学に 1カ月行っていた。 

https://www.tsuru.ac.jp/abroad/experience/hankuk/hankuk_01.html 

287 ラヴェル好みの２度（ドとレ、ミとファといったような隣り合う音）のぶつかりなど 

不協和音をふんだんに取りいれています。 

https://www.tasakamaki.com/single-post/2016/06/11/Opus%E9%9D%92-

II%E6%B0%B4%E3%81%AE%E6%88%AF%E3%82%8C%EF%BC%88%E3%81%9F%E3%82%8F%E3%82%80%E3%82%8C%EF%BC%89 

288 ま た 、 プ ラ ス の 感 情 だ け で な く 挫 折 感 や ぶ つ か り な ど マ イ ナ ス の 感 情 を 体 験 す る こ と で 学 び 得 ら

れ る 力 も あ る と 信 じ て い る 。  

https://www.town.toyosato.shiga.jp/contents_detail.php?frmId=158 

289 取 扱いに は十分 に気を つけて おりま すが非 常に固 く凍っ ている 商品の 為、  

ち ょっと した衝 撃 やぶ つ かり な どで 袋に小 さな穴 が空い たりキ ズがつ いてし まい、解 凍時に そこか ら

汁 漏れす る場合 がござ います 。  

http://www.ajisho.jp/SHOP/GH-MO.html 

290 干潮と満潮時に見られる大小多数の渦潮は、深い海溝と浅瀬、播磨灘と紀伊水道から流れ込む速い潮流のぶつかりなど鳴門海

峡特有の地形によって発生します。 

https://www.env.go.jp/park/setonaikai/guide/view.html 

291 異文化、未開の地での生存〜居住生活、民族同士のぶつかりなどに興味が惹かれます。 

https://honcierge.jp/shelf_requests/32 

292 歩いている時ほんの少しの段差を踏み外し、 

捻挫することは、よく経験しますし、周りでも 

目にします。又野球などでのスライディングや 

サッカーでのぶつかりなど、 

スポーツに関係する捻挫が多いようです。 

http://www.seitai2.jp/category1/syoujou19/ 

293 丸太同士のぶつかりなどによりツールへ傷が付く恐れがあり、傷に強いものが良い。 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/boutai/ihoubatu/pdf/houkoku-18-5.pdf 

294 アルソックロックは上記手順通り貼り付けられましても、結露や長期のご使用による両面テープの劣化・アルソックロック施

錠中のドアのぶつかりなどの諸事情により商品が剥がれる場合がございます。 

http://www.kanamono.biz/ALSOK-lock.html 

295 今年の古戦場はすべて 8 万以内に入っています。某サイトで見ていただけばわかりますが、ある時期より個ランがガクッとさ

がっていますが、現在低空団に所属している、仕事とぶつかりなどでなかなか走れていない状態です。 

http://gbf-bbs.com/enroll/enroll-policy/league-a/1176496 

296 準備体操、柔軟、四股（しこ）、すり足、股割、押し、実戦練習、ぶつかりなどを行い、礼儀作法・体力づくりをする。 

http://www2.enekoshop.jp/shop/hamataikyou/item_detail?category_id=411844&item_id=2214597 

297 ぶつかりとは  人が物体にぶつかる事故、あるいは、人が動いてくる物体にぶつけられる事故 

http://www.media-5.co.jp/jyouhou/fukusi/tango_2/0006.html 

298 湾岸ミッドナイトでぶつかりとブースターが強い車種教えてください。 

ランサー以外で 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1095990275 

299 複数の泡のぶつかりと泡の成長を考慮したアプレット. 

https://www.oit.ac.jp/is/~shinkai/seminar/thesis/2013ihara/index.html 

300 沖縄初日 「残火」でのユーミンとの火の出るようなぶつかりとギターが印象に残っています^_−☆♬ 

https://twitter.com/i/web/status/911896286961401856 

301 稽古折り返し。日々、発見とできない事へのもどかしさと、ぶつかりと。勝地⇄笠原で、必死で本気でぶつけ合った情熱

で、これからも作品をどんどん良くしていきます 



- 324 - 

https://twitter.com/tomooto2017/status/905069525204209665 

302 音のぶつかりと相乗効果について(September 17, 2013) 

http://www.geocities.jp/keisetsu2003/personal/guitar/gt0269.htm 

303 新日本フィルハーモニー交響楽団のトップ奏者でつくる弦楽三重奏団「トリオ・エドアルテ」が３１日、東京・銀座の王子ホ

ールで公演を開く。「三者三様の個性のぶつかりと、そこから広がる新しい世界を楽しんでいる」とバイオリンの崔文洙（チェ・

ムンス）。 

http://www.asahi.com/showbiz/music/TKY200905290171.html 

304 17時代に選手にも少し話を聞けましたね。 アイスホッケーの魅力は身体と身体のぶつかりと学ばさせて頂きました！！  

http://842fm.west-tokyo.co.jp/fm842/podcast/channelalfa/2016/10/1010-by.shtml 

305 あの音のぶつかりと密度が生み出す深遠なる響き、すごい。 気鳴楽器という点では歌の親戚であるオルガンで今回参加できた

こと、とっても嬉しかったです。 

 https://magatamary.jimdo.com/%E9%9B%91%E8%A8%98/2014%E5%B9%B4/2014%E5%B9%B410%E6%9C%88/ 

306 互いのぶつかりと互いに超えなければならない課題とその総てをやり尽くす中でなされていく 

それを知る 

https://per-te.amebaownd.com/posts/2830667 

307 無論、ウの状態ではこれ以上は前に進めない 

これから先は「技」のぶつかりとなる。 

いよいよ「ビッグバン」である。 

http://www.walaku.com/bbs428.htm 

308 試合を振り返り、岩村さんは意地と意地のぶつかりといえる対決だったと話す。 

 情報タイプ：企業  

http://kakaku.com/tv/channel=10/programID=35885/episodeID=1109278/ 

309 それぞれの世界のぶつかりと共存、融合があってこそで 

そうでないと全然面白くない。 

http://konohalabo.jugem.jp/?eid=7 

310 映画はその辺りにぶつかりと機微をほんとうに家族とともに行動しているかのようにとらえています。 

http://www.jicl.jp/now/cinema/backnumber/20160822.html 

311 昨年は雨のため、一日延期に。 

校長会とぶつかりと来賓席は寂しかったのですが 

今年はみなさん来て頂き賑やかだったです。 

http://kusayaya.com/6387-2/ 

312 Shinjo「マリンバもアフリカの楽器で質感は似てるので、フレーズを整えて演奏しました。適当に打った音のぶつかりとかも、

良いなと思った部分はそのまま残して。我ながら良い出来です(笑)」 

http://kansai.pia.co.jp/interview/music/2017-10/special-favorite-music.html 

313 ここではドアとフレームのぶつかりを上下の歯のぶつかりと例えると、次のような症状が歯に起きます。 

https://www.ariyosi.com/menu/tmj.html 

314 また、1作目のスパルタ vs.ペルシャの陸上での戦いをギリシア vs.ペルシャの海上に移し敵味方それぞれ知将のぶつかりと言

う割には海戦ならではの戦いが少ないのも残念でした。 

https://movie.walkerplus.com/mv52493/review/2.html 

315 グループ内でのトラブル → 感情のぶつかりと衝動的行動 

http://nangu.nakano-ngn.ed.jp/2013_09_16_2210.html 

316 あえて、簡単に説明すると、感情のぶつかりと言っているが、 

基本的に引き出すのは 

「怒り」 

http://kita0770.blog108.fc2.com/blog-entry-64.html 

317 半音のぶつかりは OK？ 

菅野よう子のノーザンクロス(Key=Bm)という曲に関して疑問点があります。 

アウトロに入る前に静まる部分があり、そこはパッドとホルン(チェロ？)とシンセパーカが鳴っています。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1031753955 

318 ただ、「半音のぶつかりはまずい」って覚えておくと、この CM7コードのドとシのぶつかり（？）はまずいといえます。 

http://piano-arrange.com/rehamo/15.html 

319 長・短２度のぶつかりは意外と綺麗で、増４度も減５度も特に変な響きな訳でもありません。 

https://creofuga.net/diaries/2486 

320 逆に、クラシックの楽曲を演奏しているときは、「なんでもっとこう来てくれないんだろう」とか、演奏上のぶつかりはお互い

にあったと思います。 

http://kyodotokyo.com/pr/kobudo.html 

321 というのも神崎君が最初に小林さんのぶつかりを受けたのですがそのぶつかりが想像以上に厳しいぶつかりでその後のぶつか

りはハードルがどんどん上がっていきました。4 回生最後のぶつかりは中山さんが行ったんですけど、最後のぶつかりは中山

さんがへばるほど厳しかったです。 

http://handaisumo.blog.fc2.com/blog-entry-346.html 

322 特に大きなぶつかりはなく徐々にチップを増やしていった、はっしー！ 

http://amusement-casino-3bet.com/archives/590 

323 2-3-6 続く”He”の章でも「1 度のぶつかり」あるいは“English Cadence”はよく出て くる。しかし、終結部の”Jerusalem~”
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では出てこない（2 度のぶつかりはあるが）。「 

http://giovani.web.fc2.com/data/2017_lamentation_0520.pdf 

324 「一緒に働くときは、いやな思いをさせたくありません。でも、真剣に取り組むがゆえにどうしても意見のぶつかりはありま

す。 

http://www.minna-de-ikiru.org/sp/s_takahashi.php 

325 この同期パルスに従ってパケットを送出すれば、少なくとも時間ずれによるパケットのぶつかりは少なくなる。 

http://www.itsforum.gr.jp/Public/J3Schedule/P19/02.html 

326 五日目○ 対貴景勝(はたき込み) 前回の取り組みでは勝っている相手。立ち合いのぶつかりは激しく、互いにのけぞったあと

に右に動いて貴景勝をはたき込みました。 

http://www.plus-blog.sportsnavi.com/nomurayuhki/article/24 

327  向井です！ 

今日のジモトークは…「向井優の信州ぶつかり稽古」！お届けしました！ 

今回のぶつかりは「キャンプ」！ 

http://fmnagano2.com/radimo/page/8/ 

328 日常安全性  

 墜落，転落，転倒，ぶつかり，はさまれ等の日常災害が発生するおそれがないこと。 

https://www.jla.or.jp/portals/0/html/earthquake/articles/200403/f03.html 

329 成年対象の綱引きや縄跳びの競技の白熱した競技の対抗意識のぶつかりは一段 と応援が激しいものでした。 

http://shakyo-hiroshima.jp/pdf/t20171017-081356-1.pdf 

330 ～これから結婚式を挙げられる方へ～ 

もしも挙げるか挙げないかで迷っているなら、間違いなく挙げたほうが良いです。挙げる前の準備では多少のぶつかりはあり

ますが、挙げた後あふれるほどの幸福感と二人の絆がより一層深まることは確かです。 

https://www.belle-vie.jp/report/detail.html?id=2243 

331 島間に火山灰が満たされた後もプレートのぶつかりは終わらず、 

更に圧力がかかり、フォッサマグナの地質は更に隆起した。 

https://saitodev.co/article/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%88%97%E5%B3%B6%E8%AA%95%E7%94%9F%E3%80%82%E3%83%95%E3%82%A9%E3

%83%83%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8A 

332 対する相手とのぶつかりは出来るだけ避ける事。 

https://sites.google.com/site/nonakajuku/kobudo/kenjutsu 

333 理由③29日は風と風のぶつかりは北部中心だったが、5月 1日は南部でも予想されること。 

http://www.tenki.jp/forecaster/diary/r_fukutomi/2017/04/30/70351.html 

334 稽古場での四股・テッポウ・ぶつかりはもちろん，ジムでのトレーニングも併せ，1 秒もムダにせず徹底的に鍛える時にいま

す。 

http://www.arashio.net/basho130917.html 

335 従業員の動きがお客様の動きを邪魔しては意味がないので、この動線のぶつかりは特に気をつけるようにしましょう。 

http://www.ash-planning.co.jp/flow/tips04/ 

336 恨み節のような意見のぶつかりは何も建設的じゃありませんよ。 

というかなんでこうユーザー同士がぶつかり合うようなタイミングと内容の調整をするんでしょうか。 

http://forum.square-enix.com/ffxiv/threads/206657/?page=6 

337 まだ互いに好き勝手やってぶつかるほうがよい。そのぶつかりこそが学びと呼べるシロモノ。 

https://twitter.com/omkakaka/status/775442223919828993 

338 ぶつかりこそ子どもの学習の場、いろんな思いを乗り越え、お友だちとあそぶのってたのしいな～と毎日の生活をつみ重ねて

いきます。 

http://marimokai.kids.coocan.jp/age3.html 

339 この波はほぼほぼトレンドラインにぶつかってまたうねっていると思います。このぶつかりこそが「反発」です。 

http://nekohachibiz.com/2017/07/03/technicaltool/ 

340 一人ひとりが進んでいくとぶつかりあう 

そのぶつかりこそが大切なエネルギー 

ほっておくとその一瞬が化石になる 

 お荷物になってしまう 

http://yokohama-now.jp/home/?p=6712 

341 この電子の波のぶつかりこそが、導線の周りに生じた互いの磁力線を遠ざける原因となっているのです。 

http://energybody.exblog.jp/tags/%E7%A3%81%E5%8A%9B%E7%B7%9A/ 

342 俗世間の青春を悲しみ、ぶつかりこそが喜び 

http://delta16v.sblo.jp/article/175376407.html 

343 同じく谷口も立ち合いで浮き上がる形となり、時田は果敢なぶつかりこそ見せたものの、パワーで上回る相手選手に跳ね返さ

れ、押し出しで敗れてしまった。 

http://keispo.org/wordpress/?p=37384 

344 MGO2 の時は索敵済みはほぼ確殺できるから、お互い索敵未状態からのぶつかりこそ醍醐味だった(だからこそカスグレは皆自

重してた)のに今じゃアシスト+アンバレが使い放題 

かつ容認だからどうなの？ってね。 

http://mgsv.blog.jp/lite/archives/58062537/comments/3387962/?p=426 

345 色々な意見のぶつかりこそが、この掲示板の意味だと思いますのでやはり、貴重な論客ですよ。  
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論議によって皆さんの考えが深まればよいのでは？ 

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/81271/res/841-860/ 

346 音のぶつかりだとかﾐｯｸｽだとか、まだまだわからないことだらけで作業も遅いですけど、少しずつ曲作っていこうと思います。 

何か気づいたことがあれば、教えていただけたら嬉しいです。 

http://www.nicovideo.jp/watch/sm19127850 

347 ONE PIECEでルフィは大体覇王色の覇気で何人位気絶させられますか？ 

ドフラミンゴと戦ったときトレーボル？が覇王色同士のぶつかりだと言っていたんですけど覇王色がぶつかるというのがイマ

イ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13163268153 

348 応援は 意地と意地の ぶつかりだ（中澤寛太） 

http://www.city.kumagaya.lg.jp/smph/kanko/shashinhaiku/2012/na.html 

349 イ ス ラ ム 教 で の 女 性 の 人 権 侵 害 や キ リ ス ト 教 と イ ス ラ ム 教 の ぶ つ か り だ 、マ イ ナ ス 面 も 多 い

の で す が 、 社 会 の 維 持 装 置 と し て の 宗 教 を 乗 り 越 え た は ず の 現 代 の 日 本 で は 、 い ろ い ろ と 倫

理 観 の な さ か ら く る 問 題 が 山 積 し て い ま す 。  

http://emiyosiki.hatenablog.com/entry/20130727/p3 

350 色んな考え方や思想、感情のぶつかりだとかがあるようなご時世ですが、その中で我々日本人ってどういう民族なんでしょう

ね。 

https://soundcloud.com/io5uow1ss0ei/2f2jeqf7pux5 

351 曲がり角を曲がった時に美艶ぶつかった。まるでマンガにある運命的なぶつかりだ。 

http://ncode.syosetu.com/n3132cc/133/ 

352 それが実は感情のぶつかりだと理解に至ると自然に打ち解けていく。 

https://twitter.com/tricolorebicol1/status/868077510042411008 

353 感性はよく開くって言う。感覚とは通るとこが違うのだ。  

感覚はぶつかりだ。感覚器は二次元の平面で、 

そこにぶつかったのを基に、脳内で立体化する。 

http://tokyo.kenbiki.jp/article/detail.php/945/142639 

354 桜花賞の敗因は出負けより４角のぶつかりだと思ってます。 

逃げに徹すればぶつかることもないので、楽に行けると思うし、今の東京の芝が後押ししてくれるが、桜花賞みたいに前いけ

ないと、必ず直線入り口でぶつかることも… 

http://news.netkeiba.com/?pid=news_view&no=109863 

355 ワンマンに向けて嬉しさドキドキさいっぱいで、たかのりともぶつかることもあるけど、それはいい感じでのぶつかりだと思

ってこれからもやっていきたいと思ってます。 

http://s.maho.jp/board/8221c1bc36da6834/449441/?page=3 

356 なんか『特攻天女』みたいな感じになっちゃったな。 

 過去のあやまちが大きすぎて、もうどうしようもない感じというか。 

 そこを突破するのは命がけのぶつかりだ！ 

 六道の根性値は囚人リクに匹敵しそう。 

http://blog.livedoor.jp/ikeruze2/archives/1872567.html 

357 そんな麻雀の醍醐味といえば、人間の頭脳と頭脳のぶつかりだろう。 

http://gamez.itmedia.co.jp/games/articles/0512/30/news004.html 

358 そこで以前と少し違うぶつかりだなと、体が感じる可能性があります。 

https://www2.ha-channel-88.com/soudann/soudann-00086997.html 
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51．「ぶつけ」に関する用例 

番号 用例 

1 確実にぶつけを見たい場合は、２日目に開催される「観光やまぶつけ」がおすすめです。これは観光向けのぶつけのため、い

つどこで開始されるかが決まっているため、決まった場所と時間に行けば必ず見ることができます。 

https://tabica.jp/entry/life/archives/9071 

2 慣れない手つきで重たいものを持ち、あっちにぶつけ、こっちにぶつけをしているうちにビルの壁に傷をつけてしまっ

た・・・・・何てことにならないように必ず台車を用意しましょう。 

http://office-neutral.net/blog/97/ 

3 収容車種に合わせて乗場三方枠に光電管を二段で配置し、扉とのぶつけを防止しています 

http://www.daiko-s.co.jp/example/0009/ 

4 そのニットの優しい雰囲気を、同様に柔らかい色目と生地感のフランネルシャツを合わせてまとめてみました。 

ただ、ボウタイはレザーを使い、素材感のぶつけを楽しんでみては！？ 

http://www.mathematics-gr.com/brand-elf.html 

5 また、他の有名海外ブランドと比較して良心的な価格設定ですので、ぶつけを気にせずガンガン使っています。「名より実」

を取られる方にオススメの時計です。 

http://review.kakaku.com/review/K0000235737/ReviewCD=639476/ 

6 でたらめに作ったコンクリート同士をぶつけ、割れなかったグループから適当に選んで混合比率を混ぜ合わせ、新たにでき

たコンクリート同士をまたぶつけをなにも考えずただ延々と繰り返すのである。 

http://d.hatena.ne.jp/kido/20040213 

7 リードを奪ったのは花田八段。積極的に駒をぶつけ、陣形差を生かしました。 

百戦錬磨の阪田氏は△６三桂の勝負手、△４二歩の粘り（▲同竜は△４四飛のぶつけ）をひねり出します。 

http://kifulog.shogi.or.jp/ryuou/2016/12/post-b00d.html 

8 板金塗装屋さんに来るときは、全塗装やポリマー等を除いて、ほとんどが自損なり対物なりの事故（軽度のこすりやぶつけ

を含め）を起こした時です。 

http://www.bankintosou.jp/company.html 

9 △３九角で飛車のぶつけを防ぎ△２七銀ですが、▲５九金寄とされて龍を追い返されます。 

http://yumenoukihashi.blue/HomePage/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E5%90%91%E3%81%8B%E3%81%84%E

9%A3%9B%E8%BB%8A%E3%80%80%E2%96%B2%EF%BC%94%E5%85%AD%E6%AD%A9%E3%81%AB%E2%96%B3%EF%BC%95%E4%BA%94%E9%87%91%E3%

81%AE%E5%A4%89/ 

10 代車の御貸し出しの際に、御貸出条件の承諾書を頂くようになり、以前に比べ代車による事故は大幅に減り、軽度な擦りや

ぶつけを隠すお客様もなくなりました。 

http://www.aplabo.com/news/news/post-83.html 

11 ▲３六角に対して単純に△９九龍と香を取るのは、▲８四飛と回る手があるので成立しない。また、△６三歩と受ける手に

は▲６五飛として、▲８五飛のぶつけを見る。意外と難しそうだ。 

http://www.hakusa.net/shogi/77kei/kadai/ 

12 これは完全にオマケで、あの結衣の京子への感情の全力のぶつけを見た後では 

忘れかけていたシーンだったのですが、ふと思いだしたので追加的に記述～。 

http://aniponda.blog119.fc2.com/blog-entry-1158.html?sp 

13 途中▲３六金で▲３五金のぶつけを予想していた控え室はびっくり。押さえ込まれている後手はこの手番をうまく活かした

いところです。 

http://lps.weblogs.jp/jo/ 

14 数々の故障やぶつけを乗り越えて、頑張ってくれています！ 

これからも大事に、大事に乗りますね('◇')ゞ 

http://sakurado-okayama.ocnk.net/diary 

15 実際重さもあまり気にならないレベル。確かに重いには重いですが、それを凌ぐ楽しさがあります。 

前玉に気を使うという意見もありますが、自分は元々フィルタ付けない人なので、ぶつけを気にすればさほど問題は無いか

と思いました。 

http://photocarbu.jp/blog/nikkor14-24/ 

16 ちょっとしたぶつけを修復しただけで事故車扱いされたり、本当にエンジンのフレームまで変形してしまって、修正した確

信した事故車だったりと事故車の定義は広いのです。 

http://www.duraton.info/%E8%BB%8A%E6%9F%BB%E5%AE%9A/%E4%B8%AD%E5%8F%A4%E8%BB%8A%E8%B3%BC%E5%85%A5/ 

17 詳細は分かりませんが、危ないなと思っていました。そして衝撃でした。  

観光用のぶつけを設けてくれているくらいですから、やはり飲酒はやめたほうがいいのではないでしょうか。 

http://akitaring.net/bbs/test/read.cgi/log/1347022057/l50  

18 和音やぶつけが美しい合唱曲を探しています。 国内、海外どちらでもかまいません。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1137332391 

19 東部のやまぶつけが終わったのが午前１時過ぎ！約５時間のぶつけでした。 http://blog.warabi.jp/2010/09/blog-

post_10.html 

20 夕食休憩前、読売新聞解説の及川拓馬六段と、観戦にきた深浦康市九段が中継室に来訪しました。後手は△５四金や△８三

銀（次に△７二飛のぶつけが狙い）が指摘されています。 

http://kifulog.shogi.or.jp/ryuou/2017/07/post-d937.html 

21 携帯電話やノートパソコンなどのモバイル製品やビデオカメラ、デジタルカメラ等映像機器、化粧品ケース、美容機器など

持ち運ぶ機会が多く、キズやぶつけが生じやすい製品に適しています。 
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http://www.sanyo-coating.com/paint/index.html 

22 やや変則的な横歩取りの△41玉戦法、YSS新手に加え、通常の横歩取りでどのタイミングなら△24飛のぶつけが成立するか？

についてが載っています。 

https://www.amazon.co.jp/%E6%A8%AA%E6%AD%A9%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%83%8F%E3%83%A1%E6%89%8B%E8%A3%8F%E5%AE%9A%E8%

B7%A1-%E9%A3%AF%E5%B3%B6-%E6%A0%84%E6%B2%BB/dp/4839958262 

23 ４七飛のぶつけが、ハチワンダイバー流の次の一手。渡辺竜王の攻めの要である５七の馬に対し、働きの弱い飛車との交換

を迫る、力強い一着だった。 

http://blog.yomiuri.co.jp/popstyle/2008/05/post-dacf.html 

24 この時期はちょっと色濃い目のぶつけが目を引きますね！ 

http://www.flower-net.jp/ 

25 負傷事故の件数では ぶつけが最多だが、総入院 日数（=営農への影響度）は 機械からの転落が最多 ⇒重点項目選定方法を

助言 

http://www.maff.go.jp/j/council/sizai/kikai/23/pdf/05-1_data2_1.pdf 

26 欠点をあげると後手が右四間などできた時に 6五歩のぶつけが生じる事になります。 

https://shogi.io/kifus/20335.kif 

27 基本の筋は△２四飛のぶつけが成立するかどうか（下図）。この筋が成立するとされたことが大きく、先手は早い戦いを避け

て持久戦模様にするか、あえて△２四飛の筋を誘って早い戦いでリードを奪うかに焦点が絞られています。 

http://26842585783224dd2328.blog.jp/archives/1044835119.html 

28 ホッパー、3DCADを駆使し制作。丸の部分からストレート部分へのぶつけが難加工です。 

http://www.fu9te2.co.jp/products.html 

29 18 19💫屋台祭り学生会のイベントのひとつ 屋台祭に参加してきた！ぶつけがやっぱり一番！めっちゃ暴れて騒いで楽しか

った  

https://www.garow.me/tags/%E3%81%B6%E3%81%A4%E3%81%91 

30 △３三銀のぶつけが好手。▲３三同銀成り△同角で振り飛車が捌けている感じ。 

http://gojimu.com/47-silver/82-84%E6%B7%B1%E6%B5%A6.html 

31 スライドではないのでドアのぶつけが多いとディーラーと中古屋さんから聞きました。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000595427/SortID=21003317/ 

32 最も難易度が高いのは峠道。シンプル（方向キー）でやると、ぶつけがひどくなることがあります。 

http://www.psmk2.net/ps2/soft/rac/dekok.html 

33 62手目の飛車のぶつけが久保利明二冠の用意。飛車を持てばアヤがある。 

http://blog.shogiwatch.com/blog-entry-987.html 

34 道県 D では死亡事故はトラクターの転落転倒が多いが、負傷事故では傾向が異なり、件数ではぶつけが、入院日数ではトラ

クターからの転落が最多。 

http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/brain/iam/048116.html 

35 さて、七日町は２日目に観光ぶつけをやったあと、下岩瀬と本番！１時間半くらいと短いぶつけでしたが、勢いのあるぶつ

けで楽しかったです。 

http://blog.warabi.jp/2010/09/blog-post_10.html 

36 また△２四飛のぶつけで△２二飛は▲８四飛△８二歩（△２八歩▲８一飛成△２九歩成は▲８三角で先手攻め合い勝ち）▲

３九金で歩得を主張して先手良しです（Ｂ図）。 

http://blog.livedoor.jp/nifu_senkin-side_pawn_picker/archives/1040413791.html 

37 地震等の災害、ぶつけでの破損でガラスが割れた時に破片が飛び散るのを最小限に抑えます。 

http://shop.rooms-taishodo.co.jp/fs/taishodo/5486793006 

38 インドのデリーの安宿でファンに小指をぶつけで骨折し、 約２ヶ月が経ちました。その時の Blogです。 

 http://sekaiissyuuu.blog136.fc2.com/blog-entry-158.html?sp 

39 ▲居飛車が穴熊を狙った場合には△6五銀のぶつけで駒組を制限したり（▲屋敷 △谷川戦）、早めの▲3六歩から桂跳ねを見

せて△居飛車の穴熊を牽制する（▲藤井 △深浦戦）などの比較的新しい対策も紹介されています。 

http://www.shogi-books.com/all/super_furibisya.htm 

40 急須に残ったお茶を最後の一滴まで注ごうとしてよく上下に振りますよね、その時に急須の口先を茶碗の縁にぶつけで割っ

たことがあります。 

https://www.j-cast.com/2016/10/19281212.html?ly=cm 

41 アタシも 20分のダンスのラスト 5分で弾き語りで参加し、お互いに情報無しのぶつけで即興コラボレーションをするという

ことをやりました。 

http://mitrababy.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-fda2.html 

42 今年の映画は原作絡みだったのでさすがに色々調べましたが、基本的にはいつも予備知識ほとんどなしのぶつけで観ていま

す。 

http://conan-4869.net/post-23787 

43 感情のぶつけですべてが上手くいけば誰も苦労はしませんよね。イライラしたらその場から離れて、気持ちを整理して感情

が静まるまで待ちましょう。 

http://stress.nanapipi.com/entry21.html 

44 塗料ノズル先端Ｖ溝部は落下やぶつけで変形させないよう充分に注意し てください。また、逆に塗料ノズルの先端で手指を

傷付けないよう充分に 注意してください。 

http://iwata-airbrush.com/manuals/Japan_HP%20Plus-TBCP.pdf 

45 落下／ぶつけによる故障、もしくは「機器仕様」に則さない環境下での運用に起因する故障です。 
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http://www.furunosystems.co.jp/support/detail/hard-hoshu_faq.html 

46 落下やぶつけに強い一体型スキャナ  

http://www.okabe-

ms.co.jp/product2/index.php/item?cell003=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2&cell004=%E3%83

%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%94%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&name=ALFARK-

900&id=50&label=1 

47 これは観光向けのぶつけのため、いつどこで開始されるかが決まっているため、決まった場所と時間に行けば必ず見ること

ができます。 

https://tabica.jp/entry/life/archives/9071 

48 久々に引きに行きました。 某姉妹のぶつけの字がそっくりでびっくり！ 

http://soutaro.hatenablog.com/entry/20050525/p2 

49 いつしか、自信たっぷりのぶつけの回りには人々が集まるようになりました。誰しも何かに自信を持てなかったので、自信

たっぷりのぶつけは社交的でもあり、人々の求心力になったのです。 

http://mag.autumn.org/Content.modf?id=20100128000906 

50 あの当時 その車のぶつけの修理をせず今に至りますが 

今から請求できるのかと。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11127265061 

51 今回の角館祭り、ぶつけの瞬間、勝敗が決まる瞬間、わらび座のお囃子、どれも堪能できて 120 点でした！ 

https://twitter.com/harijun/status/24018245377 

52 この回し方では、ぶつけの様に相手のコマに当てて強いダメージを与える事はできませんでした。 

http://seikou38.com/uwajima/%E5%AE%87%E5%92%8C%E5%B3%B6%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%83%9E%E5%B1%8B%E3%80%8C%E3%82%8D%

E3%81%8F%E3%82%8D%E5%B1%8B%E3%80%8D/ 

53 △2四飛のぶつけの手筋が登場したため、先手はこれまでのように玉を固めることができず、その対策を試行錯誤しているの

が現状です。 

https://www.amazon.co.jp/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%A8%AA%E6%AD%A9%E5%8F%96%E3%82%8A%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%

81%A6-%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%93%E5%B0%86%E6%A3%8BBOOKS-%E6%9D%91%E7%94%B0-%E9%A1%95%E5%BC%98-

ebook/dp/B00OK4WK0A 

54 投げの攻撃は、投げた敵・ぶつけた敵共々高いダメージを与え、 

ボス戦ではこのぶつけの威力の高さを利用して倒すのがセオリー。 

http://waddledx.web.fc2.com/sdx/copy/suplex.html 

55 制作時や輸送時に傷やぶつけの跡などありますが、アフリカの手仕事独特の個性となります。完璧な状態のものはまず無い、

という前提でお求め下さい。 

http://www.mingei-okumura.com/fs/mingei/as0013900 

56 そうだよ（肯定） 

やっぱり…、スタンドバトルより技のぶつけの方が一番ですよね。 

http://dic.nicovideo.jp/t/b/a/%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%82%AE%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%83%96%E3%83%B3/61- 

57 相手を頭上に持ち上げ投げる。ぶつけの威力は 70。 

http://god-bird.net/data/kirbysdx.html 

58 水槽内での擦り、ぶつけ、水質悪化などのより白く濁る事がある。 

 擦り、ぶつけの軽い場合は、そのままでも自然治癒する。 

http://www.asahi-net.or.jp/~hs8y-ondr/05.html 

59 次に壁や物があるとアラームを鳴らしてくれるボタン。これはぶつけのプロアリス嫁も助かっている機能だ 

http://usachannel.info/blog/?no=1559 

60 続いて［後］２七角は［先］８六飛のぶつけもあれば、［先］７六飛の逆先も幸便となる。 

https://mainichi.jp/articles/20170803/ddm/007/040/139000c 

61 初心者マークを付けていた期間は，全くぶつけもこすりもしませんでした。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1134524546 

62 そうなんですか。圧迫もぶつけも無く内出血が現れる方もいらっしゃるのですね。 

それは知りませんでした。 

https://smcb.jp/communities/24418/topics/1975282 

63 さあ、このときにどうするか。△６五銀のぶつけもあり、中央は後手の勢力が強そうだ。 

http://live.shogi.or.jp/oui/kifu/54/oui201305130101.kif 

64 帰って来てペンタックスの修理窓口に行くと 14,000円位かかるといわれました。 

私も、買ってから丁度 1年半、落しもぶつけもしないのに壊れました。 

http://bbs.kakaku.com/bbs/00502111026/SortID=7713620/ 

65 ※ぶつけもしくは雛壇持っている場合の一護衛限定 

http://eichinoheya.blog.fc2.com/blog-category-4.html 

66 まだ粗削りな上に、リコイルウエイトのぶつけも出来ないのでグワングワンした感じですが良い感じ。 

http://orzorz.militaryblog.jp/e709294.html 

67 全体的に美品かとおもいます。傷、ぶつけもありません。 

https://item.mercari.com/jp/m72673032367/ 

68 「△８四歩に第一感は▲６六角ですが、△８五桂がいい手ですね。また▲８四飛のぶつけもありそうですが△同飛 

http://mynavi-open.jp/weblog/52/ 
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69 液晶破損 （恐らく、上記だけだと思います。）ぶつけもないのに、亀裂が入り、その後破損が広がり、メーカーにて 6万以上

係るいわれております。  

http://www.lcd-repair.biz/huken/40hukuoka.html 

70 ▲４五銀のぶつけは△１五角とのぞかれて先手不利（Ａ図）。 

http://blog.livedoor.jp/nifu_senkin/archives/47502584.html 

71 Nxe5のナイトのぶつけは、Bb5でキングがピンされているので取れないのだ。 

http://chess-rikka.hatenablog.com/entry/2017/05/31/223823 

72 大きなぶつけはまだ有りませんが、  

刃物やドリルをぶつけたことは何回も有ります。   

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=1318873&id=73417905 

73 危ないな～、なにやってんだよ～と言いたかったですが他人様を傷付けなかったのが不幸中の幸い、それに車を乗ってる以

上多少のぶつけは付きものです。 

http://taroyuri.blog.fc2.com/blog-category-15.html 

74 ▲４五銀のぶつけから▲ 

https://www.shogitown.com/school/nhk2017/2017-05-14.html 

75 振り駒で後手になった豊島七段は、横歩取りで△2四飛のぶつけから美濃に囲いました。 

https://style.nikkei.com/article/DGXMZO82385070W5A120C1970M00?channel=DF130120166061&style=1 

76 同金では銀のぶつけから交換になって紛れます。 

http://blog.livedoor.jp/yagurai/archives/3013245.html 

77 2四同銀なら▲2五銀のぶつけから 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E5%80%893%E4%B8%83%E9%8A%80 

78 その桂馬を軸にして、中盤戦の 65飛のぶつけから、継続手の 85桂が好手順でした。 

http://shogimaster.blog.fc2.com/?mode=m&no=116 

79 「先手は飛車のぶつけから▲６四桂を狙う感じです。先手は駒が前に出ていないので、悪いかもしれません」（羽生） 

http://live.shogi.or.jp/kisei/kifu/88/kisei201707110101.kif 

80 6五歩ぶつけから桂馬と銀と角で６筋と端攻め狙えばほとんど勝てるのが現状です。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14152329264 

81 ８五飛のぶつけから一気に終盤に突入した。 

http://www.geocities.jp/ookami_shogi/relay/15/report/report3.html 

82 △42飛のぶつけから△47 飛成を見せられる展開を嫌い、▲55 飛とかわしました。 

https://shogi.io/kifus/31473.kif 

83 L字型、柔らかく、セーフ、スムーズ、丈夫、および軽いです。 

鋭いコーナーによるぶつけから家族と子供を保護できます。 

https://www.amazon.co.jp/uxcell-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83

%B3-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83

%91%E3%83%83%E3%83%89-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%82%B1%E3%82%AC%E9%98

%B2%E6%AD%A2-%E4%BF%9D%E8%AD%B7-%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%86%E3%8

2%AF%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B071CXRMB8 

84 衝撃吸収はウェット素材で多少厚い生地ですから、普通の布にいれるよりも断然傷や多少のぶつけからも守ってくれそうで

す。 

http://tanweb.net/2014/11/05/2195/ 

85 この順は、△４五銀のぶつけから、ゴリゴリ指して優勢でしょう。 

http://kakukoukan.blog113.fc2.com/?mode=m&no=149 

86 46角のぶつけまであるので駒不足に悩む心配はあまりなさそうである。以下は強敵相手に大金星でした。 

http://mannsville59.rssing.com/chan-37347549/all_p8.html 

87 地震や豪雨、配水管のもれなどによる冠水、ぶつけやあばれなど、ご契約のエレベータに緊急対応が必要となることがあり

ます 

http://www.osakaev.com/area.htm 

88 危険箇所を予知し、予防的な措置を施すことでぶつけや擦れを極力減らしてゆきました。 

http://www.alogi.co.jp/activity/2016/04/2016.html 

89 「いずれ抜けるものだし、ぶつけや虫歯で前歯がない子もたくさんいるので、永久歯が生えるまで気にしないで様子を見て

あげてください。 

https://www2.ha-channel-88.com/soudann/soudann-00032230.html 

90 「即」はトラブル発生時に即、現場へ持ち出せる持ちやすさ、ぶつけや落下に強い頑丈なボディをイメージ。 

https://www.hioki.co.jp/jp/information/detail/?id=1217 

91 油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけに

よる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。 

http://www.tomei-earnest.com/items.php 

92 ①△５四歩▲同歩△７七角成▲同銀（桂）△５四飛のぶつけや 

②△７四銀～△８五（６五）銀の角頭いじめ 

http://blog.livedoor.jp/nifu_senkin/archives/cat_1302576.html 

93 ジギングでは釣り上げた魚が船上で暴れること等によるジグ本体のぶつけやスレ等がつきものですが、ハードな使用にも耐

えうるようクリアコーティングを通常よりも 1層多く施すことにより強度 UPと光沢感 UPの両方を実現しています。 
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https://rakuma.rakuten.co.jp/item/f4520406829782775942 

94 casioの G-SHOCKみたいなゴム製のカバーとベルト一体式の物と一緒に買って使用している。 

ぶつけや落下は前者にて対応しこのフィルムはもっぱら指紋などの汚れ対策に役に立っている。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90Spigen%E3%80%91-Apple-

Watch-%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%83%E3%83%81-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%

82%BF%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%80%90047FL20993%E3%80%91/dp/B01M5CR7BT 

95 これだけ多くの人が使っているのに多少のぶつけやサーブやスマッシュですっぽ抜けてもヒビが入って使えなくなる事は少

ないと思います、必然的にクレームで持ち込まれる件数も減り助かっております。 

http://www.lafino.co.jp/blog/2013/03/30/16150 

96 それよりボディーの外周を無塗装樹脂パネルが覆っているのでちょっとしたぶつけや細かい擦りに対して気を遣わなくてい

いところが良い。 

http://economic.jp/?p=42794 

97 ※テールは薄い金属を使用しており、微調整も可能ですが、ぶつけや繰り返すキャストによる変形にてアクションに影響を

及ぼす場合もございます。 

http://theowlgenelures.com/?post_type=news 

98 少し痛かっただけですが、脳細胞が脳のぶつけなどの刺激によって減り、頭が悪くなると聞いて、今とても不安です。 

http://onayamifree.com/threadres/2458238/ 

99 歩行者・自転車の接触や車両 ドアのぶつけなどが起こっても 安心な柔軟性素材を採用。 

http://www.sunpole.co.jp/data/pdf/S08.pdf 

100 機械の盗難とぶつけなど、自損事故も含む機械本体損害につき補償いたします。 

http://www.kics.co.jp/service_all_security.html 

101 落下、ぶつけなどに対応するフルメンテナンスに対応します。 

http://www.furunosystems.co.jp/support/detail/hoshu-keiyaku.html 

102 表面の物理的なキズ（ひっかき、ぶつけなど）を保護する為にコールドラミネートをご用意しております。 

http://www.okposter.com/what-is-cs-cart.html 

103 来年 12 月が車検なのですが 12 年乗って 5 マンキロ位なので車検前に買えようか迷っています、ぶつけなどで車検が通らな

ければ修理するより新古車を買った方が良いですよね !?近所しか乗らないので距離数は少ないで す。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13114503743 

104 ※作業中は落下やぶつけなどによる歪み・損傷等にご注意ください。 

http://www.zenith-advan.com/oil/images/oil_under.pdf 

105 摩擦や落下、ぶつけなどの衝撃により、表面コーティングが剥がれますのでお取り扱いには十分ご注意ください。 

http://www.shop-liefel.com/shop/contents?contents_id=349010 

106 機械の盗難とぶつけなどの自損事故が補償されるプランです。 

https://www.anahori.com/product/pc30uu-5.html 

107 また、落下やぶつけなどの衝撃に強く、スイッチ類の耐久性にも優れています。 

https://www.kanaden.co.jp/products/field/infrastructure/traffic/microphone.html 

108 １枚用カセッテの連結部は樹脂材であり、落下、ぶつけなどにより破損するおそれがあるため注意すること。 

http://www.info.pmda.go.jp/ygo/pack/671001/14B2X10002000017_A_01_02/14B2X10002000017_A_01_02?view=body 

109 腕部分は部分的に透かしを入れて彫り込みしました。 

サイドも深めに。時計だから、ぶつけなどで傷もいくでしょう、その傷がなじむくらい彫り自体をしっかり入れて。 

http://blog.kadomi.com/?day=20121017 

110 商品説明文  

数時間使用しました 傷や剥がれ、ぶつけなどは一切ありません ほぼ新品と考えてもらって大丈夫です 

 https://rakuma.rakuten.co.jp/item/f8935689165247170305 

111  新品ですが、外箱は店頭販売時のダメージがございます、コスレやぶつけなど御容赦ください、美品を箱ごとコレクション

したい方には向きません。 

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BB%E3%82%AD%E3%82%B0%E3%83%81-%E8%B1%86momoko-%E9%A3%B2%E3%81%BF%E4%BC%9A/dp/B

000E3L818 

112 通常使用では、ぶつけなどが発生しない限りは、塗料が剥げにくい高品質。測定面はテープ幅 13mm、厚さ 0.27mmとねじれな

どがあっても比較的吸収しやすいレベルです。 

http://electrician.jp/archives/2010 

113 内 部は、 低反発 のウレ タン素 材によ り、 落 下 、ぶ つ けな ど の衝 撃 を吸収し てくれる 効果が ありま

す 。  

 ヌメ 革なの で経年 変化を楽 しめま す。  

 http://www.briend.jp/products/detail.php?product_id=706 

114 しかし、ぶつけなど表面が傷つけば、起毛感が出てきております。 

http://26ryo.blog.fc2.com/blog-category-40.html 

115 さらに、後端上部へのぶつけなどで生じる修理が、カバー部分のみの修 理で済み補修費用も低減できます。 

http://www.sampei-j.co.jp/QA/HP%20CAT/2/ZX75US3.pdf 

116 そのことで今でも足の爪を大事にケアしている。 

まだ完全に治ったわけではないので、包帯なんか巻いたりしていたわっている。 

そこへ、今回のぶつけだ。 

https://www.shortnote.jp/view/notes/ASoh54Vg 
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52．「増やし」に関する用例 

番号 連用形名詞 

1 

 

なぜそう感じたかといいますと、右での増やしを覚える前の方が連チャンしていたということと、以前人があまりいないホー

ルで大当たりをして(シマには 2人くらい)増やしていたら、3連目の ST開始と同時に後ろで店員が仁王立ちで明らかに私を

ガン見していて、嫌な予感はしましたがそのまま大当たりが終了したことがあったからです。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11146560286 

2 ある程度の技術があるならば数字の低い台を誤魔化せます。ガロなんかはその典型例ですね。元々ボーダー自体低いのに捻り

打ちのオーバー入賞、電サポでの増やしを加味するなら甘い店では確実に終日で 1は低く見れます。 

https://pachiseven.jp/columns/column_detail/6941 

3 今回は右側での玉の増やしを一切考慮していません。 

アタッカーへのオーバー入賞やポケット（３個賞球）での増えも考慮しなければなりません。 

http://a-k-slot.com/hokutomusou-bo-da 

4 

 

丁寧に説明してくださりありがとうございます！ 

そっか、平均出玉と初当り確率で計算するんすね。 

自分はパターンＢの方でやろうとしてました。オーバー入賞やサポの増やしを加味するなら、パターンＡのほうがわかりやす

いですね。 

http://blog.livedoor.jp/yousuke2014bra/archives/53049951.html 

5 まだ打てていませんが、打っている人の後ろから見る限り、 

電チュー開放も長く単調で電チュー3個返しの為、 

マイナス調整でなければ、多くの増やしを期待出来そうです。 

 https://777-

pachinko.com/diary/2015%E5%B9%B4%E6%8C%A8%E6%8B%B612%E6%9C%88%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E7%8B%99%E3%81%84%E7%9B

%AE%E6%A9%9F%E7%A8%AE.html 

6 コールラビは本葉が２枚になった倍には５～６ｃｍ程の合間を作る為に間引く必要もあります。そこから畑の中での間隔を置

いた苗の増やしをする必要もあります。 

http://www.sodatekata-box.jp/content/6302 

7  セーター１の右前側のアームホール５Ｒで、右袖３の減らしと前身頃２の増やしを独立して行う際の編目を係止する針床の状

態を示す簡略図である。 

http://www.google.com.na/patents/WO2011004694A1?cl=ja 

8 いやー、スルーだけはやめてほしい。一回くらいは当たってください！ …って、そうじゃなくて電サポ中の増やしを云々で出

玉がうんうん。 

https://p-gabu.jp/guideworks/writerindex/2?seq=853 

9 ここの板見ていると相変わらず昔どおりの増やしを入れたレシピでつくる人が多いのですね？ 

https://soudan1.biglobe.ne.jp/qa3204660.html 

10 やっちゃいました、ビッグ中の増やしを知らなかったウンコ野郎ですｗｗｗ 

その分、推定 99％設定１でぶっこ抜きましたが（2日と居心地のいいも角台に座っただけｗ） 

http://ameblo.jp/slotter754/theme-10004752910.html 

11 このマカロンは、 

細編みの増やしを表に減らし目を裏に。 

中にはパンヤを入れたとのこと。 

http://4travel.jp/travelogue/10684742 

12 横編機を用いて編幅端部において増やしを行いながら編地を編成する編地の編成方法。編幅端部において増やしを行う編地部

分について、既に編成された編地部分の最終コースの編幅端部の編目のうち、少なくとも一方の編目に対して、最終的に形成

される増し目の総目数よりも少ない２目から１０目の編み出し編目が形成されるように、前記編幅端部の編目の編幅外方の空

針にインターロック編成を行った後、既に編成されている編地部分の編目に連続する編目と、この編地部分に近い側の前記編

み出し編目に連続する増し目を形成していく動作を全ての増し目が形成されるまで繰り返していく。 

http://www.ekouhou.net/disp-fterm-4L054BA04.html 

13 銭形の場合、1R＝140後半～150前半の人が多かったと思いますけど仮に、アタッカーが 2個こぼれてオーバー入賞が半分決ま

って 130.5個、電チューでの増やしが 3.5個/回転くらいの台で、均すとだいたい 1R＝150個弱ですね。 

http://zeni-slot-pachinko.com/?p=20046 

14 ボーナス中の捻り打ちの出玉増加・ＳＴ中の止め打ちの増やしが 

強力な機種なので釘は盤面右側を重視 

http://shinogushikanaine.seesaa.net/article/402770649.html 

15 1度注意をされてしまうと再度注意されたらとかテンションが落ちますので 

期待値のことも配慮しセンサーのみでやってみて再度言われたら帰るのが良いかと！ 

追記） 

止め打ちの増やしが一切無理なのですが増やさないと日当になりません 

どうしたらいいかという質問 

http://suropatiseikatu.net/2016/11/17/%E6%AD%A2%E3%82%81%E6%89%93%E3%81%A1%E3%81%8C%E3%81%86%E3%82%8B%E3%81%95%E

3%81%84%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%B3%95/ 

16 体験したことがないのでどの程度増やせるのかが良く分からないのですが、ST70 回転で 300 玉の増やしが見込めるらしいで

す。 

http://slot-pachinco.com/mitokoumon3-spec/ 
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17 電サポでの増やしができない事。 

アタッカーへのオーバー入賞の効果が薄いこともあり、今回の CRクイーンズブレイド 2甘デジ版は技術介入性が低い機種と言

えます。 

http://slot-pachinco.com/queensblade2-spec/ 

18 このお店はアタッカーは良くないが、ベロが生きているので玉の増やしが見込める。 

http://www.777segu.net/henshu/pachisec18.html 

19 止め打ちでの増やしが前提でないなら時短中のヘソ当たりは特にマイナスではないかと 

https://www.youtube.com/watch?v=g0H113YJe90 

20 一応大当たり中と確変・時短中の増やしが効くので、20/kくらいなら頑張って打ち続けるつもりでした。 

普通に当たりを引けば 23/kくらいまでは上げられるハズだったので  

http://p-kn.com/community/blog/HZZVKGH5SE6Y0TA9F32B/105624/ 

21 まさん・・忙しい方なのに、なんでそんなに仕事が速いのーーー！？＠＠； 

ボーグの 31番は人気ですね＾＾端 1目の増やしが大吉とでますように☆ 

それから、ヨークシャー様は。 

http://d.hatena.ne.jp/ChaNY/20060927/p1 

22 電サポ中の増やしが効くと教えてもらい、 

そこそこへそのありそうな台を選択。 

http://moneymons.com/2016/03/01/garo/ 

 

23 

オーバー入賞とサポ中の増やしが現行機屈指ですね。 

個人的には現行機最強だと思います。 

http://mbbs.tv/u/read.php?id=review104&tid=416&view=asc&o=0&PHPSESSID=qpgtabpdq0edln7lt6p969t0e2 

24 絶狼は電サポ中の増やしが出玉に影響大なんで、いっぱい当たると平均出玉もかなり下がりますね。 

http://mitchy615.blog.fc2.com/blog-entry-188.html 

25 も京楽機種（美空から）で少しでも収支を上げようと奮闘している、若造週末リーマンパチンカーです。ラウンド中のワンツ

ーは手の感覚だけでできるのですが、どうしても ST中の増やしができません。 

http://blog.livedoor.jp/yousuke2014bra/archives/52574267.html 

26 

 

はじめまして、いつも楽しく読ませてもらってます。  

甘ルパンは甘とは思えない荒さだし、オーバー入賞しにくいし、電サポは玉の増やしがあまり見込めないしの 3 拍子なのでな

かなか手を出しにくいです^^;。  

http://tasogarepachi.blog.fc2.com/blog-entry-1055.html 

27 ２５０分の１の全確変タイプ。ということは確変中の増やしが重要。 

開放パターンが３つあって２開放２つと１開放１つ。セグへの目線は１開放のものに標準を置いてそれだけは即反応止めの３

個。そのほかの２開放は４個でいいのかな？半日しか打ってないけど 

http://ameblo.jp/lachet6-81820/entry-11940058171.html 

28 この文を読むと前栽に植えられた桜の木の増やしが書いてある。旧暦を現代に 変えてみると、二月終わり頃、蕾はもう活動し

はじめ、接木するには遅すぎる、 だが根のついた枝を切り落とす為（取り木）には最適なタイミングである。 

http://www.wybekuitert.nl/gfx08/pdf_SakuraBunkashi01.pdf 

29 今の APFSDSは 80年代末期からで、どうせ 800 ﾐﾘ+該当（とされる*）の装甲は M1A2に比べてやや劣るけど貫通され難い。そし

て装甲を増やすと重量の増やしが避けられない。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1087605670 

30 毎日、１週間、１回ぽっきりのクエが存在します。 

序盤はデイリークエで資材を回収と保有艦隊数の増やしが目標となります。 

http://pad22.blog.fc2.com/blog-entry-52.html 

31 

 

出玉のカウント＆払い出しが沖海と全く同じなんで、相当甘いスペックだと認識してたんですが（沖海のトータル確率 1/115、

牙狼のトータル確率 1/105）、電サポの増やしが無いのが、相当に響くようで、期待値が思ったより積めない。 

http://dream777star.blog47.fc2.com/blog-entry-1285.html 

32 

 

フィーバーゼウスＤＸ大好きだった！  

ＵＦＯ予告に脳汁出まくりｗ  

150回の時短中の増やしが楽しかった  

http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/pachik/1362784478/l50 

33 フードの増やしが負担だったかな  

また初めての病院からの胃腸薬で、効きすぎたかな  

http://instagom.com/explore/tags/%E8%BB%9F%E4%BE%BF 

34 今の状況で電サポ中での増やしが可能だとプロ様や軍団様共の ATMになるのが目に見えてるからな。  ルパンだって捻りが出

来るって理由で MAX が全撤去された今だと駆け込み寺的な扱いになってるしそれなら現状維持程度で十分だよ。

http://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/pachik/1483276316/ 

35 果てしなく効果があるから続けたい！というんだけど、やっぱ日々飲むと 飽きてしまうから、まだまだ増やしでリザーブ甘酒

として飲んでます。 

http://magia-

negra.org/2017/02/03/%E5%91%91%E3%82%80%E7%82%B9%E6%BB%B4%E3%81%A8%E3%81%84%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%94%98%

E9%85%92/ 

36 

 

自分の実践台は下アタッカーが削られてるのですが、右は甘くオーバー入賞、電サポの増やしで 5R420 玉位取れます。 

https://777-
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pachinko.com/pati_kisyudate/cr%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E9%87%8E%E6%9C%9B-%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E5%89%B5%E4%B8%96

-%EF%BD%9E%E5%BC%90%E3%83%8E%E9%99%A3%EF%BD%9E-n-ke.html 

37 スプレーが少ないので増やしたいのですが・・・ 出来れば実の増やしでゼラチンみたいな紫やピンクで社長とオリマーが一緒

に吸うと 2つ分になるのは知っています。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1138567206 

38 僕は違いますが、都内近郊で北斗の増やしで稼働しているプロなんて何人も居るでしょうし、減る店が大半ってわけではなく

新田さんのマイホでは殺されてて減るって認識が正しいです。 

http://kirico777.blog.fc2.com/blog-entry-208.html 

39 刑罰確定 

捕まっては逃亡のグセから 

必ず捕まる 

刑罰の増やしで様子を見たがる連中 

http://bakusai.com/thr_res/acode=3/ctgid=102/bid=2136/tid=4788788/tp=1/rw=1/ 

40 『絶狼＜ZERO＞』の羽根デジ版も、左のボーダーと右の増やしで満足できたケースは２回のみ。 

それも、片方は自宅から片道 90分のエリア。 

http://februaryxxxx.blog.fc2.com/blog-date-201602.html 

41 プラス５なら期待値高いと思いますよ。リニューアル時全体的に開けてましたね。  

カイジ甘の増やしで怒られている人２名みたので、 

http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/slotj/1265164150 

42 食虫植物の増やしに成功したー！！ 

https://twitter.com/lovetukikitune4/status/729275780543320064 

43 何もしないで家でボーっとするよりは、多少なりともやりくりの増やしになるようなことをしたり体を動かすことって悪くな

いですよね。 

http://www.frankfurterexpress.com/%E6%80%9D%E3%82%8F%E3%81%AC%E3%81%8A%E5%BA%97%E3%81%A7%E5%90%8C%E7%B4%9A%E7%94

%9F%E3%81%AB%E8%A6%8B%E8%81%9E%E3%81%8D/ 

44 銭形のサポ滞率は 0.66 なので、通常 2000 回転に対して 1320 回転の電サポが期待できる＝4620 個の電チューでの増やしに期

待できるわけです。 

http://zeni-slot-pachinko.com/?p=20046 

45 これまで甘一本で凌いできたのですが、さすがに右での増やしに店側がいい顔をしなくなってきた。釘が厳しくなっとる。 

https://ameblo.jp/niin-0928/entry-12279352787.html 

46 ときには内職もしたりして家計の増やしにしましたが、このへそくり的お小遣いのおかげで結構恐ろしい家計の暮らしがなん

とかなってきたんだと思うのです。 

http://www.carlsaganday.org/2016/03/10/%E3%81%9A%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%9A%E3%81%A3%E3%81%A8%EF%BC%93%EF%BC%90%

EF%BC%90%EF%BC%90%E5%86%86%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%84/ 

47 そこで確保費用の増やしにしようと、もうはじめ客席のムーブを査定してもらうつもりでしたが、だいぶ長く乗っていたもの

で（10ご時世限りだ）、富になるのか何とか心配もありました。 

http://www.eroge-town.info/2017/03/ 

48 ですので、ポイントで代物を貰うよりも新しい仕様代価の増やしにする為にためていらっしゃるほうがいいかもしれませんね。 

http://thefullbook.com/ 

49 バンシーは手札の増やしとハデスマーヤの為に入れてるようなもんかな 回転いいから使わなくてもくるし、ウインナーでもマ

ーヤくるからあんまり気にならない 

https://twitter.com/banarzi01252/status/628507028697280512 

50 貯玉でボーダーぎりぎりかプラス 1か 2ぐらいやで 

確変や時短の増やしとオーバー入賞で稼いでる。 

ブロディ軍団や今日来てた軍団は下手くそ  

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read_archive.cgi/game/1733/1429916116/ 

51 ネガの減らしと潰しにポジの増やしと伸ばしを休んではいかん  

http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/car/1425975681/ 

52 挿し木の増やしのコツいかがでしたでしょうか。 

http://topiclabo.com/7798.html 

53 福音朗読は、四つの福音書に豊富に報告されているパンの増やしの出来事。 

https://www.stviator-kcc.org/2016/05/29/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AE%E8%81%96%E4%BD%93/ 

54 パンの増やしの「しるし」とそれに続くイエス様の語る説教は、たとえ持ち物が少なくても差し出すこと、分かち合うことに

よって私たちの命が豊かになることを教えます。 

http://catholic-hirakata.jp/sekkyou/15/08.htm 

55 「パンの増やしの奇跡」と呼ばれる有名な場面が読まれました。  

http://d.hatena.ne.jp/hiroshisj/20090807 

56 聖書の中に、5 つのパンと 2 匹の魚をイエスに差し出した少年の話しが出てきます。少年が差し出したわず

かなパンと魚をイエスが受け取り、感謝の祈りを捧げてみんなに分けた。すると 5000 人もの人を満腹させ

ることができたというのです。子どもが大活躍するので、この話は幼稚園の子どもたちにも大人気です。  

…パンの増やしの物語は、わたしたちにそのことを教えてくれます。  

http://d.hatena.ne.jp/hiroshisj/20140930/1412068983 

57 最近はホルコンで回転率から時短中の増やしまでチェック入ってるので、喰える台はすぐ潰れる。 
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http://www.p-world.co.jp/community/keiziban2disp.cgi?mode=kiji&kiji_grp=226&dbname=kyuusyuu/okinawa 

58 また立体的なフードの形成は、編目の増やしや減らし編成により行われているが、減らし編成を行う際には重ね目が形成され

ることも記載されている。 

https://astamuse.com/ja/published/JP/No/2009144286 

59 割り増やしの対応で、袖の増やしなどが空コースなしで編成でき、ホールガーメント編成時間を大幅に短縮しました。i- 

https://www.shimaseiki.co.jp/product/knit/mach2xs/index3.html 

60 良いを続ける一方で、だるっとした姿勢にならないよう気をつけていたら、診断がキュッと締まってきて嬉しくなり、増やし

なども購入して、基礎は充実してきました。 

http://xn--cck3bybyi0bw322anu6azjtph8f.site/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3.html 

61 これは通常だったものの、時短 10で引き戻して確変開始ですね～しかし、どこまでの増やしは許してくれるだろうか、、、 

http://zeni-slot-pachinko.com/?p=13573 

62 引けて一撃万発を超えるほど電サポ消化できましたが大丈夫でした。 

やや回りが足りなそうだなと感じた事もあり、即ヤメです。 

前回の増やしは 2倍位のペースでした。 

http://kimajime-yukky.com/archives/22061 

63 止め打ちに関しては、1セット 4回解放 2121の打ち出しができるので 

電サポでの増やしは十分なレベル。 

http://slot-pachinco.com/2016-9week/ 

64 水草の増やし方 

セイロン・ヌパールの増やしは根茎の株分けで増やすことができます。 

http://eightmillion.net/2008/11/post-20.html 

65 エルメスの時計で、ベルトの長さを長くしたいのですが、コマが見当たらずありません。この場合エルメスのお店へ出せばコ

マの増やしはできるのでしょうか 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1022899240 

66 水草についてなのですが、水草の増やしは可能なのでしょうか？ 

通常の植物は増やしが可能ですが、水草は初めて･興味があるので 

増やせるなら、増やしてｲﾝﾃﾘｱとして楽しみたいのですが･･･。 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314678793 

67 賞球返しが 2個なこともあって、そこまでの増やしは見込めませんが、減らすと痛いので要実践_φ(･_･ 

http://alucky7.xsrv.jp/wordpress/archives/37555 

68 演出はカッコよかったし面白いかと。 

確変中の増やしは回転 2以上は取れます。 

百裂と比べたら百裂のほうがいいかと思うけど暫くはメイン機種として使います。 

http://mbbs.tv/u/read.php?id=review104&tid=408&o=10&view=asc&PHPSESSID=tsbaeiqkivroi9far4ppdijp43 

69 最近、水さしで増やす(ポトス、ソングオブジャマイカそしてオリズルラン)のは上手だが、 

鹿沼土や赤玉土での増やしは失敗している。 

http://ashitsubo-yusen.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-3.html 

70 女性なら腹筋から始める筋トレが主流ですが 

男性の場合は、筋肉量の増やしは下半身の大きな筋肉を鍛えて 

柔軟な体、足腰を強くしてトレーニングすれば息の長いダイエットができ 

http://shibounensho-diet.com/bye10diet/entry12.html 

71 アタッカーへのオーバー入賞も電チューでの増やしも簡単なので見る必要はほとんどなし。 

http://www.777segu.net/blog/aikawa/hatub.php 

72 オーバー入賞率が非常に高く、おまけに電サポ時の増やしも可能。 

http://slot-pachinco.com/sinkimax-osusume/ 

73 実測が稼げなかった(^^; 

加えてサポでの増やしもイマイチ 

修行が必要だな～(;´Д｀) 

http://p-kn.com/community/blog/GPARGPFOSLPHBTFM8MUQ/249675/ 

74 京楽と言えば、捻り可能な台。時短中の増やしも可能ですよ～！ 

http://www.mucyuwakusei-t.com/?p=90 

75 低換金なら電サポの増やしも可能  

粘れば粘るほど、味わい深い機種です 

https://777.nifty.com/pachinko/crbatman-syakunetu/reviewList/page-4/ 

76 その間ずっと電源が入らない iPhoneのコネクターをいじってるから電サポの増やしも若干少なめに 

http://zeni-slot-pachinko.com/?p=6612 

77 捻りは見た目も目立つし仕方ない、サポ中の増やしも百歩譲ってまあいいとしよう  

だがサポでガリガリ減る調整で減らすのを軽減する止めで文句言うのは筋違いだろ 

http://slotmoe.jp/blog-entry-2694.html 

78 取りあえず、ビッグの増やしの中１周、左１周は失敗しますけど、ゆっくりやると出来ますので動画ＵＰします。 

ファイアー風の増やしも出来ると思いますのでアップしますね。 

https://ameblo.jp/tropicana-7x/entry-10802461578.html 
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53．「殖やし」に関する用例 

番号 用例 

1 ただし、骨はともかく竜の爪がぜんぜん足りなくて、まともに集める 

のは難しいから誰かに殖やしを頼むしかないかも。 

http://cefirojunin.blog77.fc2.com/blog-entry-517.html 

2 ファミ通見たら何だか双剣は片手剣と同じ扱いみたいです。あと殖やしが出来なくなってますねぇ……＾＾； あとで買いに

行きます?ｗ (05/01/21 18:06) 

http://www.pensil.jp/guild.php?g=440&t=33 

3 レポートはやっぱり安定して面白いな 

コイベタもう 1000円台かー、やっぱ殖やしが確立されてガンガン値下りするんかな 

http://aqua2ch.net/archives/45688435.html 

4 予断ですが。 

ポケモンって普通に殖やしが可能なんですよ。 

http://yururicafe.blog31.fc2.com/page-1.html  

5 低金利時代の殖やしのセンスを磨く、初級・中級・上級、投資家のための 最新版・株式投資の知恵袋。 

http://happykabu.jugem.jp/?eid=98 

6 ・殖やしのやり方 

※用意※ 

２人以上いること、１人が殖やしたいアイテムを持つ 

もう１人がそのアイテムを持たない＆空きを作っておくこと 

（アイテムは渡せる物に限られるのでレア３以下のみです） 

http://blog.livedoor.jp/garonn8/archives/53138749.html 

7 こんちわ〜  

うちもこの間行って来ましたよ〜  

インターナショナルの方ですけど(^^;;  

ピント早く殖やしで換金しましょう！ 

http://jun21ruka29.blog.fc2.com/blog-entry-151.html 

8 まあただそうすると餌まきができなくなるのでピンセット給仕が面倒な飼育者の屑の私は避けている次第。 

いやぁ殖やしにかかってる期間はちゃんとピンセットであげてますよ本当ですよ・・・ 

http://ceratophrysornata.blog.fc2.com/blog-entry-199.html 

9 ぼちぼちまじめに殖やしに入ろうかと思っています、こちらも目標は３桁目指して見ますね。 

増設場所がなければ強引に水槽をあけるとか・・・。 

http://6601.teacup.com/ponsuke/bbs 

10 長 年 飼 育 し て ま す が 、 遅 れ ば せ な が ら 、 ひ た す ら 殖 や し に 頑 張 り 、 皆 さ ん に 追 い 付 き た い で

す  

http://hide4321.blog.fc2.com/blog-entry-207.html 

11 自然の法則でいくとですよ、種族維持本能が発達し過ぎると、春の蜂みたいに、同族殺し合いをやって、元の少ない数に戻っ

て、またぼちぼちぼちと殖やしにかかる。 

http://www.geocities.jp/seppa06/0510kaiko/inta.htm 

12 難易度を Easyにしたため、本業は毎年利益を更新する快進撃で、あとは Goldメダル獲得条件の個人資産を殖やしにかかる。 

http://tomatoemperor.sugoihp.com/gamez/gamez200311.htm 

13  で早速殖やしにかかりました。やはりチイラ同様、２４時間周期の１～２個収穫なのかな。 

http://maido2.fc2web.com/Diary/L36.htm 

14 水上で殖やしからの水中はなかなか上手く行かないみたいですよ～（笑） 

http://ameblo.jp/m0510n/entry-11402847570.html 
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54．「減らし」に関する用語 

番号 用例 

1 ミスの減らしが勢いなんで安定させたい所存。 

https://twitter.com/HUUMA_KiA/status/296267628668919808 

2 

 

実はアイコン？の減らしが甘かった見たく、スタート→プログラムの所にいらない物が沢山ありました(-_-;)色々なプロバイ

ダーなど・・・ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://windowsxp-hitachi.pasokoma.jp/4_lg31954.html 

3 HPの減らしが足りないと、捕まえられないことがある。木の矢で調節。 

http://jp.wazap.com/question/%E3%81%8B%E3%81%88%E3%82%93%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%83%87/143504/ 

4 すると、確変中と時短中の減らしが応える。そのせいで当り 1コで 140回ほどになってしまう。 

http://pachi-pro.jugem.jp/?day=20060530 

5 通常防衛してる時でも、戦ってる奴以外のチームから領地は普通に侵攻されてる  で回復量を侵攻側の減らしが上回ると、ほ

とんど回復してなかったり、減っていたりって事が起きる  

http://toro.2ch.net/test/read.cgi/gamerobo/1331896875/140 

6 

 

なんか、チョコショートの方が、ドットの減らしがダメダメに見える… 

上から見た三角形の形がかわいくないです… 

１切れが小切れ気味でケチくさいのもダメだ！ 

http://cbanana.blog32.fc2.com/blog-entry-203.html 

7 久しぶりに現金にしました約 1割だけど豪ドルも半分以上円に変えました。 

チャートを見て株数の減らしが中心です。売りやすい銘柄は上がるので本当に難しいけど・・・ 

http://minkabu.jp/blog/show/508309 

8 HPの減らしが足りなかったようです。やっぱり UOの事は殆ど忘れてるなぁ。 

http://r-2ch.com/t/mmominor/1251704257/ 

9 やはりスクリゾーンが安定しやすい構造なのできいてたのかなっと。 平地は各個撃破だと人数差がきついんで、範囲足止めや

範囲攻撃での減らしがほしいね。 

http://yas-tune.seesaa.net/index-4.html 

10 全市町村が一生懸命減らして 3,000 億とこのホテル代が一緒というのは、いかに地方自治体の減らしがいかがかという証拠で

はないかなと思いますし、100 万人もいる公務員削減で、前の年 440 人、次の年 620 人減りましたと遠慮っぽく小さく書いて

ありますけれども、それでスリム化したなんて言っていること自体がちょっとおかしいのではないかなと思います。 

http://www.cao.go.jp/zeicho/gijiroku/b24kaia.html 

11 ただ塩の減らしが足りなかったみたいで…ちょっぴり塩味もきいたクッキーに（笑） 

http://amoeba.blog.so-net.ne.jp/archive/200812-2 

12 

 

あんまり分からないながらも耐性は一応ついちゃうし、減ったらそれだけ開幕の減らしが少ないんだもんねぇ・・。とやった

後から後悔です。 

http://crea.exblog.jp/i12/ 

13 電光石火はやや威力不足、その前までの減らしが重要。 剣舞 2回積むことも結構できるので、終盤で頼れる。 

http://kimagurenazakki.seesaa.net/article/242061427.html 

14 プロ野球観客動員数セパともに増加、DeNAと楽天が伸び率トップ 阪神の減らしが意外だな  

http://www.logsoku.com/r/mnewsplus/1374138991/ 

15 通常防衛してる時でも、戦ってる奴以外のチームから領地は普通に侵攻されてる   

で回復量を侵攻側の減らしが上回ると、ほとんど回復してなかったり、減っていたりって事が起きる  

http://unkar.org/r/gamerobo/1331896875 

16 今までは「フェルトにオマケでピンが付いている」と言うもので、どちらかと言うと「フェルトの減らしを防ぐ」という意味

合いの物でしたが、今回は「磯や河川におけるグリップを目的としたフェルトピン」となりそうです。 

http://www.fimosw.com/u/yasutakak2/pgfhpcvgcmooi7 

17 要は身体が馴れることが目的の「減らし」です。この「減らし」が利いてくるのは３日目以降です。なぜなら、宿便やらがあっ

たり、基礎代謝の関係があるからです。ひとまずは毎日同じ時間に体重を量るようにしましょう。一週間続けて 500g程度落ち

るようであれば効果が出ています。 

http://plaza.rakuten.co.jp/itoyu/diary/200906040000/ 

18 その時です 色々丁寧に説明を受けて、バッテリーの減らしを セーブするというあるアプリをダウンロードを オススメされま

した 

http://apache914.blog13.fc2.com/blog-date-20140318.html 

19 人件費の減らしということは、最少人数のスタッフを活用することにより目標売上と利益を獲得されます。 

http://lang-8.com/334220/journals/1336221 

20 ソフトに使われた移動平均と macdをベースにして、特殊な数学手段で遅行性の減らしを工夫した。 

http://gcs225.sub.jp/base/voice/voice.html 

21 また重さがあるので、こぐのも大変？と思いきや、パワー・オート・エコ、の３段階の切り替えがあるのでかなりペダルは軽

い！（電池の減らしを少なくするにはエコ、私はいつもオート。ラクしたいときは、パワーに設定するとかなり軽くこげる。） 

http://yaplog.jp/878577/archive/232 

22 体重を減らす為のアドバイスは、 

体重より、体脂肪の減らしを考える。(体脂肪は減っていませんね?) 

http://diet-challenge5.seesaa.net/article/375059672.html 

23 前記事で言ってたガソリンの減らしを少しでも抑える方法 
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http://blog.crooz.jp/ezwebuu3/ShowArticle/?no=480 

24 サッとオムツをつけられるよ。 家はこのように使い分けをし、パンツタイプの減らしを遅らせ、節約（？）して

るよ(笑) 

http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=1580484&id=19819857 

25 東証１部で、ストップ安が目立つ。。  日カーボン、コジマ、ダイエー、日電子、JFE 商・・・  大口外資の手放

し、保有割合の減らしを極端にはじめているか！ 

http://nettrade.livedoor.biz/archives/50746235.html 

26 ●２ｍｍのネオプレーンをインナーに取り入れ、クッション性＆防寒効果でシーズンを問わず着用できます。 

●ソールの減らしを防止するローヒール仕様。 

http://rivalley.seesaa.net/ 

27 今回の事件だって、年金システムを壊したり、厚生年金の減らしを指導したりした奴らにきちんと刑事罰を科してたら、起こ

らなかったはず。 

http://marukoge.seesaa.net/archives/20081121-1.html 

28 内容物をおかわりするか、容器を何回ずつ使うことができる再使用動きも増えています。 ペットボトルの重さも軽量化されて

半分減らすことで年間約 3000トンの CO2 俳出量の減らしが実現。この CO2 減らし量は約 950haの森林の CO2 吸収に相当し

ます。 

http://www.lufdesign.com/products/view.php?seqno=261 

29 減煙から禁煙に成功するための方法 

禁煙をする方法に、タバコの吸う本数を徐々に減らしていくという方法があります。減らしをどのようにすればいいかを紹介

します。 

http://kinen.luckcome.net/cat0005/1000000019.html 

30 給食は、バランスの良いメニューであることを再確認し、何でも食べようとする思いを持ちました。栄養バランスの大切さを

理解した上で、「好き嫌いをなくす」「給食の減らしを減らす」「マナーよく食事をする」など、一人一人が給食について自分の

課題を見付けることができました。 

http://www.kosaka-e.nagoya-c.ed.jp/syokuiku25.html 

31 生理後の第 7―14日(ダイエットの超スピード期)女性が普通で生理の 14日目で排卵して、女性ホルモンの分泌が最高峰に到着

した後に、この時減らしを始めて、妊娠のケトンの分泌は上昇を始めます。 

http://9bearing.com/seiri-diet/%E7%94%9F%E7%90%86%E5%BE%8C%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%83%E3%83%88/ 

32 インド政府の計画を大幅に減らしを持つ国有株準資金調達 4000億 

http://agherhdfghsdf.jugem.jp/?day=20130411 

33 ゲージをとり、碁盤の目に減らしを書く方法があります。 

貴方の頭のサイズに合わせた目数を碁盤の目の横軸に数え中央から左右対称に横のカーブを書くと、減らし回数がわかります。 

http://okwave.jp/qa/q5861334.html 

34 アメリカプロ野球で走る日本人巧打者 SuzukiIchiro(39)が年俸の大幅に減らしを甘受しながらニューヨークヤンキース残留を

選んだ。 

http://www.kjclub.com/jp/exchange/theme/read.php?tname=exc_board_65&uid=290255&fid=290255&thread=1000000&idx=1&p

age=2&number=193296 

35 このポロシャツの一番の特徴は、襟に減らしを入れてあったり、ウエストを若干シェイプしたりと英国調のエレガントなポロ

シャツのエッセンスを取り入れているところです。 

http://www.yamaguchistore.com/2009/05/23/000079.php 

36 スレ的に多めから減らしが多いのでこちらは上げていく方向。3/2/4/5/20 は大鳳も出るが軽巡も交じるって事で 今回は燃料

上げの回復しずらいボーキ減らしを試した。 

http://jbbs.shitaraba.net/netgame/12394/storage/1388338424.html 

37 りあえず食事はこのまま持続。体重キープから減らしを考えよく動くこと 

http://mikle.jp/threadres/1813968/p3/ 

38 呪術のいいところは瞬間火力 

弓はリキャしてると減らしが遅い 

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/ogame/1324974471/ 

39 男女の給料には目に見えない上乗せと減らしがあるわけ 

今まではそれでよかった。でも未婚率が上がってきた今その目に見えない何かは必要？ 

http://www.logsoku.com/r/news4vip/1393588062/ 

40 メンバーのおかげで、減らしをしたりして早く終わるようになってるだろ。  減らししなかったら、誰も捕獲なんてしないだ

ろーが。 

http://tablet2ch.com/2c/n/net/1259850582/p10 

41 商品の全部のコストの増幅は 44.7%まで達して、販売する増幅を上回って、会社の売上総利益率が 66.7%から 63.6%まで減らし

を招きます。 

http://inublo.jp/blog/chiharu002/329568 

42 簡略化のために、典型的な月相は大部分がこの周期を 29.5 日まで減らしを表示して、すべての陰暦による 1 か月 44 分 3 秒の

偏差が発生して、ごく短い 2年の半分の内で、丸 1日の誤差を形成します。 

http://www.chitayle.jp/blog/chiharu008/?cate_id=9   

43 何度かバケツが一杯になっては半分まで減らしを繰り返した後 念のため pH 測定器で pH に差がないことを確認して水槽に入

れました。 

http://www.e-tsuyama.com/cgi-bin/blog/ms.cgi?t=day&blogid=16&ShowDiary_date=2006/06/04 
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44 またモンスターはアシュラからの攻撃を防ぐ手段がないので、モンスター没も考えて、他キャラにパンチ&キックの 10,20回ま

で減らしを予備で持っておくとよさげ。 

http://blog.livedoor.jp/arirato/archives/2009-09-25.html 

45 増減目を参考に前衿の減らしをする 

http://sojo.yamanashi.ac.jp/bul/final99/contents/seta/teami/chap4/eriguriM2/page.html 

46 その後、《２－１－２》や《２－２－２》の目の減らしがあるのですが・・・ 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1032601850 

47 袖の編目と身頃の端部近傍の編目を袖の外側方向に移動させ、身頃の編幅内に空針を設けて編幅を増やす工程と、前記空針の

孔埋めを行い増目する工程と、袖の減らしの際に身頃に重ねる編目と身頃の端部近傍の編目を接合する工程を備える。  

http://www.google.com/patents/WO2011004694A1?cl=ja 

48 セーターは脇の減らしが終わったので、来週先生に見ていただくまで中断。 

http://ameblo.jp/nekonotumemigaki2/entry-11788802173.html 

49 線分の合計のコース数が外形から定まるコース数と一致し、かつ合計の減らしの目数が外形から定まる減らしの目数と一致す

るように、各線分の長さを決定する。 

http://www.google.com/patents/WO2010010775A1?cl=ja 

50 袖山の減らしが半分終ったところです。前後で減目数を変えているので間違えないよう注意して進めています。 

http://stainddouraku.blog.fc2.com/blog-entry-357.html 

51 ただ、5目一度の減らしが思ったより時間かかるの！ 

http://bochibara.blog117.fc2.com/blog-category-8.html 

52 本願出願人は、このような場合に、編地側端の減らしを行う編目群のみ編成する工程と、減らしを行う編目群を含むより広い

範囲を編成する工程とを組み合わせて、編み幅の方向に対して任意の角度で減らしを行い、内減らし部に歪が生じないように

する編成方法を開示している。 

http://www.ekouhou.net/%E7%B7%A8%E5%9C%B0%E3%81%AE%E7%B7%A8%E6%88%90%E6%96%B9%E6%B3%95/disp-A,2012-154011.html 

53 マークを付け、その後５２段編み、肩の減らしに入る。 

http://homepage2.nifty.com/woolworks/try/try2.html 

54 ２段ごと１目ずつ減らし、５回目の時、つま先の減らしもする。 

http://members.jcom.home.ne.jp/meru5/page016.html 

55 編み幅の方向に対して任意の角度で減らしができ、減らし部に歪が生じない、減らし方法を提供すること。 

http://astamuse.com/ja/published/JP/No/1997279441 

56 れと、自宅で編んでいたジャケットの後ろ身頃を見てもらって前身ごろの襟の減らしを相談してトレーシングペーパーに書き

出して・・・。 

http://s.webry.info/sp/52344195.at.webry.info/201403/article_30.html 

57 このカーディガンの後ろ身頃もほとんど出来たかなと肩の減らしをやっていたら何と袖ぐりの減目の初めをしていなかったの

です。 

http://blog.goo.ne.jp/spin-by-spin-khey2/e/db1df309ed0a2012bc6bbb5431cfd2c5 

58 一度減らしを行う毎に１ユニット４目を単位として減らしを行う。 

http://www.j-tokkyo.com/2003/D04B/JP2003-003352.shtml 

59 (2)前記ステップ(1)に続いて、前記引き返し編成を行い、内側に編目を移動させて筒状編地の編幅の減らしを行うステップ。 

http://www.freepatentsonline.com/WO2008078623.html 

60 衿はゴム編みの減らしを４カ所で２回だけにして 、メリヤスはそのままの段を編みました。 

http://knitcico.blog46.fc2.com/blog-entry-632.html 

61 その後ガーター2 段、表目 6 段編んでから徐々に右上 3 目一度(sk2p)の減らしを 4 回に分けて行っていくと、可愛らしいホオ

ズキ柄になるのです。 

http://anyamanyaman.blog15.fc2.com/blog-date-201310.html 

62 前身ごろの 袖ぐりと襟ぐりの減らしを同時にやるのが大変だったな～ 

http://bonbonfight.blog.fc2.com/blog-category-3.html 

63 底辺ＢＣとなる編幅で前後それぞれの針床に編み出し６を行い、周回編成しながら徐々に編幅を減らし、頂点Ａまで減らしを

繰り返したものである。ともに編成方向は矢印で示す。 

http://www.xtokkyo.com/3B/2011042894.html 

64 （本来なら四本の針で最初から輪にして編むところ後でとじるように二本の針で編んだ・・・裏編みの時の減らしが・・・） 

ごまかしはいやだし・・・ 

http://chiyo0207.jugem.jp/?eid=579  

65 アームホールのくりは最も繊細な減らしをしながら編んでいきます。 

http://www.uto-knit.com/cashmere/2012/06/post-29.php 

66 図は一回べらし、つまり一往復ごとに減らしをしています。また、一度に一目減らすことを一本掛けと言います。) 

http://www.acctesse.jp/knit/fabric_frame_html/fabric_bottom_fashionning.html 

67 次は右前身頃。各ブロックごとに減らしが入るので 要注意。 

http://amimono.g.hatena.ne.jp/rururi/comment?date=20081023 

68 何回やってもできなかった減らしが教室で編んだら不思議な事に減らしが１回ですぐできました。 

http://plaza.rakuten.co.jp/dizunyland/diary/201005100000/ 

69 次いで、減らしと増やしを使いながら足の凹凸に対応するように内側編地部３の部位 γ，δ，ε，ζ，ηを形成する（部位γ

はＦ，Ｂを用いた筒状編成、部位δ はＦ,Ｂを用いたＣ字状編成）。 

http://www.google.com/patents/WO2013108506A1?cl=ja 
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70 例えば、端部から５柄内側で減らしを行う場合には、４ステップ（１針分）ｘ３針（１柄分）ｘ５柄の減らしで、１編成コース

で目移しコースが６０ステップ必要となってしまう。 

http://www.ekouhou.net/%EF%BC%92%EF%BD%98%EF%BC%91%E3%83%AA%E3%83%96%E7%B5%84%E7%B9%94%E3%81%AE%E5%86%85%E5%A2%9

7%E3%82%84%E3%81%97%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E5%86%85%E6%B8%9B%E3%82%89%E3%81%97%E7%B7%A8%E6%88%90%E6%96%B9%E6

%B3%95/disp-A,2010-248636.html 

71 Ｓ１８では、編針Ｊ～編針Ｏの編目を編針Ｋ～編針Ｐに目移しして減らしを行なう。これにより、左肩部７の側端部９Ｌが分

岐部の境界から遠ざかる。 

http://www.tekunoroji.com/tk/09/2010285715.html  

72 これはドミノ編みといって中心で減らしをしていく技法です。 

首に巻くとこんな感じになります。 

http://katatsumuribox.blog99.fc2.com/blog-entry-11.html 

73 袖ぐりの減らしが終わったところで 4段 

http://hitujinoyume2009.blog81.fc2.com/blog-entry-118.html 

74 でも、このフリルと減らしができないなあ。そしたら後ろから声が！  お客様、ねじって頂いては困ります！ 

http://blog.goo.ne.jp/1720panda/m/201301 
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55．「燃やし」に関する用例 

番号 用例 

1 

 

今日は朝７時から３時間は、茗荷畑の草むしりと先日横浜の実家から持ち帰った枝木の燃やしをやってきました。 

草むしりは茗荷の芽を踏まないように１本づつとるので、結構疲れてしまいます。 

里山の中に枯枝が沢山落ちていたので一緒に燃やしましたが、風がそこそこあったので良く燃えました。 

https://blogs.yahoo.co.jp/cswmk261/14773486.html 

2 メタル製造で、食品、化学と健康および他の領域の要求を満たす。 全体オートクレーブでき、または消毒剤、耐腐食性ある。 

耐衝撃性、突然の燃やしを予防し、安全で信頼性高く持っている。  

https://www.amazon.co.jp/Generic-%E3%82%A2%E3%82%A6%E3%83%88%E3%83%89%E3%82%A2-%E6%8C%81%E3%81%A1%E9%81%8B%E3%81

%B3%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84-%E3%83%A1%E3%82%BF%E3%83%AB-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%A

9%E3%82%A4%E3%83%88-%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC/dp/B01K7W95NI 

3 Wiz やってない人はわからないかもしれませんが、Lv がある程度あれば MaxMP が 1000 程度となり、マナクリの MP+100 が無く

ても全く問題無いレベルになります。 

HDの燃やしを想定すれば、最大 MPよりも MPRや Int+SPを優先すべきというのは判るかと思います。 

http://blog.livedoor.jp/bloodycow/archives/51020929.html 

4 酉小屋 燃やしをしました。子供会の行事としてやっています。冬休みに入るとみんなで作ります。７日の夜にお祭りをして

８日の朝に燃やして正月を送る行事です。でも８日は学校が始まっているので肝心の子供が参加できません。そこで今年はみ

んなで相談をして８日の朝の燃やしを土曜日の朝に変更しました。 

http://w01.tp1.jp/~a324306402/fuukei.htm 

5 ゴミのマナーで地域のモラルが表現される。（よそから来た人はそう思う） ・ ゴミの燃やしをやめてほしい。 

http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/health/images/11_files/z_02c.pdf 

6 

 

月曜日は風の具合で 落ち葉の燃やしをするべき時ということになり、昼過ぎまで落ち葉かき、テラスの屋根と樋掃除、落ち

葉燃やしなど 汗をかいておりました。  

http://evanista.blog105.fc2.com/blog-date-200912.html 

7 また七夕集会も行い、職員による簡単な劇で言い伝えや歌で七夕を楽しみました!来週は七夕飾りの燃やしを行います。 

http://yayoidai.jugem.jp/?month=200607 

8 2週間待ってもらいましょう。  

本当の燃やしをお目にかけて見せます。  

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/comic/1273669251/ 

9 調子に乗って服をサクサク燃やし始めた。 

そして４０分ほど、火の中に服を投げ入れた後。 

ついに、「痛手なきモノ」の燃やしが終了した。 

残ったのは、 

想い出の品、ブランド物の品、燃やすのがためらわれる品群だった。 

http://www.mizunokeiya.com/mizunonno/1/ 

10 【空模様など：本日も変りばえのしない冬晴れの好天。チェンマイでは２月２０日から、煙害防止のために“一切の燃やし”

が禁止され、山火事などを起こした場合は実刑や罰金が課される。 

http://chaocnx.seesaa.net/article/447004653.html 

11 

 

フタを完全に閉めると燃えませんでした。 さくらチップ棒の燃やしが足らなかった～ 

http://www.k-sn.jp/nekko/ne_main_katu-himo.htm 

12 

 

インドネシア社会のあり方、経済の仕組み、政治構造から推測すれば、スマトラでプランテーション開発のための森林伐採燃

やしと小規模農民らの燃やしが、おいそれと止むことはありえないでしょう。 

http://www.big.or.jp/~aochan/column/column2005/05sepoct.htm 

13 クエン酸飲料『燃やしま専科』はビタミンやミネラル、コラーゲンにヒアルロン酸、グルコサミンやオルニチンなどの栄養成

分を 27種類配合。粉末タイプで水やスポーツドリンクなどに溶かして飲むスポーツ飲料です。水素水との相性もいいので、日

常や運動時の水分補給に是非ご活用ください。今週末は WRC 世界ラリー選手権の第二戦、ラリー・スウェーデンが行われます

ね。ラリーカーが雪のコースを走る姿を一度は生で見たいなぁ。 

その際がさむいだでしょうから、ホットの燃やしが必須でしょうね 

https://energyquest.co.jp/l00028306 

14 

 

ｺﾍﾟﾝﾊｰｹﾞﾝの環境問題だが､日本では､ﾘﾝｺﾞ農家の夜間の剪定枝葉の燃やしがひどすぎる｡ｲﾝﾄﾞﾈｼｱは､第 3の排出国だが､原因は､

野焼きだ｡農家の夜間焼却放置を許して､形だけの申告では､ 

本当の意味で､減らすことはできまい? 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1034104575 

15 セレモニーに使うのは 2時間ほどしっかりとファイヤーとしても得ればよく、中には板材をしっかりと詰め込む。経験値は少

ないが 4時間ファイヤーとして燃え、2時間ほどは片付けの燃やしが必要と予測。 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=336902406374038&story_fbid=932976983433241 

16 これくらいなら、本来の目的の「燃やし」ができます。 

文吉の家にはシュレッダーがないので、古い領収書やら個人情報が書かれた紙類はためておいて、こういう時に燃やすことに

しています。 

まだ、他のキャンパーたちは寝ているので、急いで燃やしてしまいました。 

http://blog.goo.ne.jp/shadow750/e/b67ca97ef74a8a03e4cb176fb5d42195 

17 

 

開墾も進んでいますが、木や枝や葦の燃やしが進んでいませんので焚き火します 

http://katsunumawine.com/blog/2010/161.html 
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18 

 

昨日は、仙石原ススキ高原年に一度の燃やしがあったそう。 これでまた今年の秋にはキレイなすすきが見れることでしょう 

http://www.thepicta.com/user/i2um1/648682369 

19 別にお金を燃やす病気なんだから 

家の中とかで好きなだけ燃やせばいいと思うよ。 

むしろ家での燃やしが足りねえんだよ。 

家で倍燃やして外で半分にできる位にしてからモノ言ってほしい 

http://bakusai.com/thr_res/acode=3/ctgid=126/bid=1/tid=5404380/tp=1/ 

20 

 

① お花畑のコスモスの残骸の燃やしができるか。 

② 蕎麦畑の梅の木の枝落としの残骸の片付けと燃やしがどこまでできるか。 

http://sun.ap.teacup.com/arekore/1388.html 

21 

 

竹の燃やしの時に、サツマイモを持っていこうかと思案してますが、サツマイモの出来が不安ですよ。 

http://ameblo.jp/ma-515/entry-11372137972.html 

22 近所の農薬まきに腹たってヤキモキしたことあります！ 

あなたと同じでドラム缶での燃やしの煙も結構きましたが、それはまだ、遠くて家には影響がなかったので、仕方無いかなあ

～と諦めたけど・・・ 

農薬を自分の庭にバンバンまいて、もっとひどいのは、蟻の大行列が近くの空き地の草むらからやってくるんですが 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212911952 

23 ちょうど台所のコンロの横においてあったので、 

トングでムカデをはさんで、お決まりの燃やしの刑にしてやりました。 

先だって出現したムカデのツガイかな？ 

http://www.odoroita.com/%E5%AE%B3%E8%99%AB%E3%82%80%E3%81%8B%E3%81%A7/140.html 

24 

 

クランさんとの戦争状態については、にゃんこさんが全員メールしてくれましたが基地の燃やしに協力してほしいと依頼があ

りましたので 攻撃しやすいように戦争ステータスにしています。 

http://zawazawa.jp/piyopiyo/topic/19/11 

25 ヴィンタン火力発電所は石炭の燃やしから発生される煙を減少するというエコ活動が行われている。工場で、黒いスモッグが

煙突から多く出ることを見るのは不思議ではないだろう。 

http://lang-8.com/1600064/journals/196607213510137057919000515279976517328 

26 

 

そんな目出度い本日の作業は、先日伐採した木と枝の燃やしから始まりました。 

http://ameblo.jp/tzotziles/entry-10833535661.html 

27 

 

とりあえず 前回の続きの 竹の燃やしからスタート！ 

http://ggvillage.exblog.jp/d2009-09-02/ 

28 

 

撃って燃やして、掴まれて燃やしてってまさしく究極の燃やしだな＾＾ 

名前は A arsｏnist＝放火魔ですｗ 

http://naokikunn.blog.fc2.com/category2-3.html 

29 NBへの信頼度あっての燃やしだよ  

ホルス Rでも買えれば手っ取り早くパワーアップできるんだけどね・・  

 http://blog.livedoor.jp/citrusgarden/archives/51396143.html 

30 慕陵に閉じ込められる夫婦に、蠟人形の燃やしでゾンビ復活で、早速夫婦殺害の後 ロンドンの街中へと消えていく仮面の男と

ゾ ン ビ の と こ ろ ま で は 、「 オ ォ ー 、 本 格 的 な  ゴ シ ッ ク ・ ホ ラ ー 」 な ん て 期 待 し た の だ が ・ ・ ・ 。 

http://ameblo.jp/django0116/entry-12114983992.html 

31 黒ケレじゃないけど、Wiz2 の燃やしでハードなハーディン 

http://everydayadventure.blog82.fc2.com/blog-entry-545.html 

32 ずっとうめさんを見つめてきたおかっぱさんだから 

うめちゃんが 命の燃やしでいると 

分かるのでしょうね 

http://blog.goo.ne.jp/mami8214/e/30ffc337024cb47ebb9227f1012c35ca 

33 製錬はかかし ESで成功率下げて、エンチャはかかし ESの燃やしでがんばってます。かかしいいよかかし 

http://yaplog.jp/sahra-mabinogi/archive/9 

34 気持ちって大事だし！心の持ちようで（ｒｙ 

でも野良で行ったオリムの燃やしでよい手ごたえを感じたさ(・∀・) 

http://korowan1031.dreamlog.jp/archives/cat_40700.html 

35 

 

昨日は暖かな好天の一日だったので、畑も結構乾燥してくれたのですが、自転車の修理(孫の自転車）に半日はすっかり捕まっ

てしまった為に、畑の様子以外は何も出来なかったので、今日は思い切って 一寸出出しの遅い畑作業にはなりましたが、枯

れ草の燃やしや・・・、大根などの撤去・・人参の収穫と撤去。。とだいぶやかどった気持ちです。 

http://blog.goo.ne.jp/take-1020s/e/5601e18de01e81fb1a3dfbcf029495a8 

36 見事に燃やしも貼りも 1 発成功でした＾＾ よかったですねぇｗ いくら自分のエンチャでないとはいえ相手の燃やしや貼り

をみると妙にドキドキしてしまうものです＞＜ｂ これも、仲間内でエンチャをする上の楽しみ？ｗ の一つなんでしょうね

ｗ 

http://ranieru.blog133.fc2.com/blog-entry-32.html 

37 金シャンでてタイトル GAROでたときの燃やしや即リーチが一番むかつく。 

http://desktop2ch.net/pachik/1281972805/?s=20&y=1&24&guid=ON 

38 

 

どうも最近昼に風呂に入るようになった。 

それはこの暑い昼の中、草取りや木の燃やしなどで汗びっしょりになることが多いからだ。 
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https://plaza.rakuten.co.jp/kimuchan12/diary/?PageId=3 

39 ＢＢＱもそうだし、音楽の音、車の音、庭でのコミの燃やしなど、住宅街なら隣近所の家に気を使って欲しいな！ 

ましてや住宅街の庭で１０人以上の子供が集まってＢＢＱって、本当に迷惑だよ！ 

https://xn--tck7crbj.com/comments.html/20170509-00004190-gifuweb-l21/9 

40 

 

月曜から三日間、ワイフ殿はおばちゃん仲間と下呂温泉遊楽。おかげで独り身の私は揖斐畑の水遣りを主体に揖斐通い。溜ま

りに溜まっていた草や枝木の燃やしなども。特に大垣の玄関脇で大きくなりすぎて、遂に倒木に至ったバラの木を始末するに

は、燃やすしかないしねえ。 

http://www.geocities.jp/sunsetsoi77/s-diary19.htm 

41 武器捨てと燃やし  

個サバだからばれないと思ってる模様  

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/net/1329501244/ 

42 

 

誤差 5は燃え木では良い数字で、表面固め⇒燃やし、で処理しておりました。誤差 1以内確定です。ただし誤差がもう許され

ない状況であれば狙いをしていました。 

http://xn--10-yg4a1ay6a2hd20aod.net/2016/05/25/post-977/ 

43 地域の文化行事などでの「燃やし」は許可されてるようですが、個人の場合はいくら何代も続いた行事だからと言ってもダメ

なようですね！ 

http://blog.goo.ne.jp/tombo624/e/e96c195aba012332abd6ca4743cc48d5 

44  < <燃やす際の注意事項>> 

 ・自分にイミュを掛けること 

 ・焼きながら白 POTを飲むこと（NBにもディレイあります） 

http://keypersons.dip.jp/wp/forums/topic/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%A0%E6%94%BB%E7%95%A5%EF%BC%81 

45 市や職員にそのつど通報したり、現行犯じゃなくちゃ対応できないって言うのも訳分からない。  

届出制にすると禁止行為なのに認める事になるとか、一部の燃やしは許可されてるとか曖昧でどうも煮え切らない対応。  

https://www.logsoku.com/r/2ch.net/agri/1195857000/ 

46 

 

事故？ボヤ騒ぎ？と思いきや、畑で燃やし物の煙に住民が、通報、、事故は関係なし、、たいした煙も出てないのですが、やは

り匂いが気になるのか 、消防隊の方に聞くところ、農地での燃やしは認められておるようですが、通報が有れば来ないとダ

メみたいです、、 

https://www.garow.me/media/1519263180022822716_3887438372 

47 「わかったよ。燃やすのは〝なし〟だ」 

 熱意の燃やしと火炎の燃やしは違うのだけど。それは妹には通じない。折れるしかないダイ、これでも頭だ。 

http://ncode.syosetu.com/n4977dk/102/ 

48 しかし、歯弾き、背弾き、ライターオイルでの燃やしと、派手なステージアクトが災いしてか、ギタリストとしてのイメージ

が強い。 

http://www.ne.jp/asahi/beef/heart/onban/mimi26.html 

49 いくら自分のエンチャでないとはいえ相手の燃やしや貼りをみると妙にドキドキしてしまうものです 

http://ranieru.blog133.fc2.com/blog-entry-32.html 

50 製作の過程は採石、粉砕、ふるいで選別、澱み、成形、焼き、素焼き、絵画、施釉、燃やし、彩色で描いてまた燃やしなど 10

数の工程がある。 

http://asiareaction.com/blog-entry-2181.html?sp&sp 

51 人気ナンバー1マルチチッパー!!! 

全国で今枝の燃やしは禁止になりつつあります。 

ワラも枝もこなせるマルチチッパー登場! 

http://shop.tanakakikai.com/products/detail/69 

52 １ｍキュウブになる大きな袋を準備して、そこにほりこんで、車で畑にもっていきます 

枯らして燃やします・・・植木などの燃やしは一応規制外です 

http://ichiha20.cocolog-nifty.com/blog/2017/05/post-1a37.html 

53 消防隊の方に聞くところ、農地での燃やしは認められておるようですが、通報が有れば来ないとダメみたいです、 

http://www.thepicta.com/user/glory_1102/3887438372 

54 ・最終ボスの燃やしは MPたまるまで引いておき、一気に殲滅する 

http://keypersons.dip.jp/wp/forums/topic/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%A0%E6%94%BB%E7%95%A5%EF%BC%81 

55 チーサバでは集会所、集落、実験施設では燃やし破き捨ては使わないようにしてるんですが、サバでは燃やしも武器捨てもあ

りですよね？違いますか？ 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1162794976 

56 廃材の燃やしも佳境 

http://bonboriyama.org/2015_report/pg399.html 

57 燃やしもガソリンが必要になったので一度、休みの日の朝に並んで給油を行いました。 

http://otabikehka.blog9.fc2.com/blog-entry-40.html?sp 
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56．「沸かし」に関する用例 

番号 用例 

１ 

 

それ以下の温度を求めたい場合、他の方法も組み合わせます。低い温度を求めたいために、２度目の沸かしが足りないと良く

ありません。 

http://coffee-beans.jp/drip/test/oyu-2.html 

2 

 

麦茶 52パック 57円。ケトルでのお湯沸かし 1回電気代 1.5円。2ℓ 作るのに 2パックと 2回の沸かしが必要だから約 5円。 

https://twitter.com/MakuTa22/status/328882352937914369 

3 

 

今までは、ブラインの沸かしが上手く出来なかった時のみおとひめを磨り潰して与えていましたが、それ以外はお腹がパンパ

ンになるまでブラインを与えまくりました。 

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14118661914 

4 お風呂の沸かしができない 

http://www.build-tpo.com/kyuutou/kyuutoukikakaku/ 

5 

 

 さすがにそんな無茶はこの頃みな賢くなったのか、しなくなったが、それでも土佐の宴は酒の沸かしが間に合わない。 

http://sansanakisan.cocolog-nifty.com/dokureozisan/2013/06/post-6512.html 

6 

 

 「普通の賃貸だ。 たまに風呂の沸かしが使えなくなる」 

http://www.berrys-cafe.jp/pc/reader/page.htm?pageId=9890242 

7 とにかくお湯の沸かしが早い事が挙げられます。 

http://tfal-ko340170.seesaa.net/article/378718952.html 

8 ノヴァシリーズはいまだかつてない寄生っぷりだな  

ほとんどの沸かしが、攻撃、傷、悲劇で参加してるのに、こいつは本当に何もできない 融合で大僧正行くとかどんな頭してん

だよ 

http://r-2ch.com/t/net/1277083776/ 

9 

 

それとタンクのお湯が減った時すぐにタンクに水が自動に補充されて 自動に沸かすのか、 安い時間帯になってから（夜の 11

時以降）水の補充+沸かしをするのか どちらでしょうか？ またその他エコキュートにしてから安くすませる方法ありますか？  

http://ecocute-hikaku.com/maker/kuchikomi/q1049087560.html 

10 

 

妻が戻って料理をしはじめたお風呂の沸かしをやめて、新たなお湯に変えた 

http://ameblo.jp/beansmate2/entry-11471014255.html 

11 

 

次は、２４時間以上放置して、水にしてからの沸かしをテストだな。 

http://d.hatena.ne.jp/gayuu_fujina/20110108/p2 

12 湯船の沸かしを止めたお湯の中で浮力でマッサージも疲れないし温まって老廃物出しやすくて、この中をいつも通り洗剤で風

呂釜洗えば良い☆といってくれました。 

http://www.cosme.net/product/product_id/2923611/review/308328073 

13 

 

寝る時間から逆算して今回は 1回目の沸かしを 8時、2回目の沸かしを 16時、仕上げはちょっと早くて 23時にしましたので、

今朝から食べました。 

http://plaza.rakuten.co.jp/yotubamituketa/diary/200606240000/ 

14 

 

ブラインシュリンプの沸かしをもっと楽にできないかと思って、日動の「ブライン連続フ化システム」を購入して、使ってみ

た。 

http://www.geocities.jp/machi0822jp/biotop19.htm 

15 ズボンプレッサー、加湿器を持ち込み、携帯の充電器、PCの電源、ポットの沸かしを使うと、コンセントが不足しました。 

http://4travel.jp/dm_hotel_tips_each-10427276.html 

16 

 

ランちゃんのためにブラインの沸かしを倍量にしました。例のはまだ使っていません。 

http://araidc.xsrv.jp/2012/03/1203.html 

17 工事前にこのタンクの中のお湯を全部抜いて移動するので、前日の夜にエコキュートの沸かしを止めます。 

http://take-myhouse.blogspot.jp/2012_05_01_archive.html 

18 

 

キッチンの壁にセコム、風呂の沸かしを兼ねたガススイッチ、インターホン、床暖房、天井エアコンのスイッチをまとめて取

り付けてもらいました。 

http://freedceo.jugem.jp/?eid=163 

19 

 

今年の沸かしを除いた入浴ガス使用量の１５２ｍ3 は、ほぼ妻一人分のものです。息子は何とこの３倍近くも使っていたので

す。 

http://www.awcjapan.net/find.cgi?md=read&sn=fe0187 

20 

 

私の場合、狙った温度で火を止め、コンロに残った余熱でトドメの沸かしを行っているので、いつも濡れタオルでドリップポ

ットを一旦鍋敷きへ移しています。 

http://chinabluewind.at.webry.info/200902/article_22.html 

21 

 

７００メートルコースを１０周。ラップは４分５８秒から５分６秒の間。お風呂の沸かしを予約でいれて

おいたので、お相撲の結びの２番！を見る前にお風呂に入って少しストレッチ。  

http://www.jognote.com/user/59346/days?month=1&year=2009 

22 

 

因みに EBY254に続き同条件で B25の沸かしを行ったところ， 

同じ 2flozの燃料（アバウト）で，沸騰まで 10分 30秒，燃焼終了まで約 12分。 

http://mysticmt.exblog.jp/12873103 

23 

 

3～4風呂でローマのみの沸かしをされている方には申し訳ありませんが対応できまので解除させていただきました。  

http://i-ikioi.com/th/gameswf/1342521866/ 

24 

 

おいらも最初は遁を撃ってたけど、被っても仕方ないし、とんずらが待ちの時の沸かしをやったり。 

http://www.eryou.com/wordpress/2011/10/5850 
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25 

 

「折角ジュワも持ってるんだし、このキャラで沸かしをやってみよう」 

http://timesorcer.exblog.jp/2382703/ 

26 最初の沸かしを２３時（遅いでしょー？）、２回目を翌朝７時、仕上げがちょっと遅くなって２１時にしました。 

http://plaza.rakuten.co.jp/minyaroom/diary/200607010000/ 

27 我が家の風呂設定： 

・エコ停止設定にしています。（電気代の安い深夜に給水と沸かしをして、日中は停止している設定です） 

http://oshiete1.watch.impress.co.jp/qa7464820.html 

28 にんにくの香りが強く感じる人は、ゆでるときに、牛乳を使ってゆで、牛乳とお水半々ににんにくを加えてゆで、沸いたら新

しい牛乳と水に入れかえて、また沸かしを 3度ほど繰り返しながらやわらかく煮ていくと、臭いがとれちゃいます。 

http://yohyoh.blogzine.jp/blog/2010/11/post_2606.html 

29 今日は会社から帰宅後、わたしが夕食の準備をしている間に、娘が乾いた洗濯物の取り込み＆たたみ、洗った洗濯物を干し、

お風呂掃除＆沸かしをやっておいてくれてものすご〜く助かりました！ 少し風邪気味ですが今日は早く寝られそうです。 

https://twitter.com/misamiyu/status/251701195951968257 

30 2PTグルになって沸かしを減らして戦闘職を増やし 新規 PTより多い戦力で経験値を独占する  

http://archive.2ch-ranking.net/net/1316637968.html 

31 ここは沸かしを加えてあるので熱湯のほうは 私のように熱めが好きな人間にはたまらない♪ 

http://randow.exblog.jp/i3 

32 6層：沸かしをちょいと工夫したいね。サポ召のカーは是非採用したい！ 

http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/game/42549/1209571870/ 

33 サボテンダーがいっぱいおるとこにマリアッチというサボテン NMが沸きます。 

今まで通算 15時間ほど沸かしをやってますけど一度も沸きません 

http://daichanpu.exblog.jp/blog.asp?tag=FF11&p=7&srl=577390&dte=2005-01-29+17%3A16%3A00.000 

34 シーフがここの沸かしを理解できていなかったので少し時間を食う。 

ちゃんと説明しないとダメですね反省。 

http://sheliru.blog.shinobi.jp/ffxi%20%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B8/%E6%98%A8%E6%97%A5%E3%81%AE%

E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B8 

35 湧いたお風呂に再度沸かしを指定すると、お湯はバスタブギリギリの状態になります。  

http://housemaker-hikaku.com/words/q1040258605.html 

36 こちらは給湯ボイラーです。 今までは 10号のガス湯沸かし器を使用されていました。 

今回は灯油ボイラーへの取替です。貯湯式ボイラーに比べ直圧式ボイラーは途中沸かしがないため経済的です。 

http://www.nboshi77.jp/reform01/2_index_msg.html 

37 第二弾の分は、二瓶のうち一瓶が発酵したらしく泡を吹いてきてしまったので、吹いていない無事な方は冷蔵庫内で完成を目

指します。 

泡吹いた方は梅を取り除いた後鍋で沸かしでアクをとって飲み始めました。 

http://craftype.rssing.com/chan-1164000/all_p47.html 

38 お風呂は毎日入ってますが、洗髪は１日おきです。話はそれますが、皆さんお湯も毎日変えているのでしょうか？うちは沸か

しで３日おきに交換しています  

http://onayamifree.com/threadres/500390/ 

39 相変わらず濃度と粘度が凄かったです、大量魚粉も健在。味も変わらないなぁ、今日は沸かしが長かったのか、塩分がやや強

めに感じたけど前回も麺切れ直前はそうだったかな。 

http://www.chibaraumen.com/report/tomita.html 

40 ただマクロや、操作の手際で沸かしが早い人がいるのも事実です。 

正攻法かそうでないかははっきりとわからないのでしょうが、一箇所だけしかない？？？はストレスが溜まりますね。 

http://forum.square-

enix.com/ffxi/threads/651-%E3%82%A2%E3%83%93%E3%82%BB%E3%82%A2%E3%81%AE%EF%BC%AE%EF%BC%AD%E3%82%84-%E3%81%AE%E5%

8F%96%E3%82%8A%E5%90%88%E3%81%84%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/page35 

41 沸かし中は赤く、沸かしが完了すると青くなって知らせてくれるから嬉しいですよね☆ 

さらに沸騰したら自動で電源 OFFになるからとっても安全！！ 

http://netmile.tobemedia.net/nmpc_prize_info.php?p=26777 

42 その都度沸かしが良いのか、断熱性能に優れたポットで保温が良いのか。 

ネット上の掲示板でもしばしば話題になりますが、お湯の使用量でも変わるでしょうし、難しい課題ですね。 

http://luna-physics.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/580-8158.html 

43 朝起きる時間の１時間前から電力を通電するように設定しておけば、起きる１時間前に電気が投入され自動的に沸かしが始ま

り、起きることにはお湯になっているでしょう。 

http://www.shinozaki-e.co.jp/blog/?p=29 

44 当時、お風呂の水くみと沸かしが子供の役目だった。ポンプでバケツ何十杯分もくみ上げて風呂桶まで運ぶのも、薪をナタで

割って釜にくべるのも大変だったが、今にして思えば労働の充実感があった。今の子供たちは井戸のポンプにもナタにもさわ

れなくて少しかわいそうだ。 

http://oshimahakkou.blog44.fc2.com/blog-entry-1043.htm 

45 スーパー風呂バンス・・・￥36,800 

保温と沸かしができるそうです。 

http://oshiete1.nifty.com/qa798752.html 
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46 ・風呂の給湯を自動にして大人３、子供２で入ると３７０リットルのエコキュートではたまに不足する。（もちろんその前に

沸かしが入るので問題は無いけど、電気代が安い時間帯ではない） 

http://74031864.at.webry.info/201011/article_2.html 

47 休眠卵から沸かして生き餌として稚魚に与えるわけですが、与えたブラインシュリンプはどれぐらい生きているのか確認しま

した。  朝 7時ごろに沸かしが完了し稚魚のプラ舟に投入したブラインシュリンプ。 

http://akishinokingyo.blog.fc2.com/blog-entry-18.html 

48 自動電源ＯＦＦ機能ですが、取っ手上部のボタン (？ )を押すと沸かしが始まって、沸かし終わるとカチ

ッと音がしてボタンが上に上がります。  

http://www.inter-edu.com/forum/read.php?1203,679115 

49 課金してくれる人達は素晴らしい、ありがとうだけど、他人の沸かしに文句言ってるヒマがあったらさっさと風呂友切って仲

間内で素晴らしい思いやりのある沸かしあいしてれば？ 

http://www.wikidayo.info/contents.php?ita=gameswf&id=1380083605_6.html 

50 

 

夏場ならば沸かして昼寝もできたけど、冬場は沸かしに時間もかかるし、それどころではないようだ。重油は価格が高騰し２

倍になった。薪は安いが手間がかかる。 

http://furoyanoentotsu.com/kametsuruyuyahiro20080126.html 

51 キッチンが IHでもガスを使っていたり、逆にお風呂の沸かしに電気を使うところもありますので、確認しましょう。 

http://iemo.jp/articles/4788 

52 

 

今まで時間や抽選ばかりだった地上 NMの沸かしにも変化の兆しが来ているようです（苦労して沸かしたのに取られる、とか普

通な時代ですから・・・・）。 

http://www.shooffice.com/FFXI/archives/6261 

53 

 

煮液を沸かし処理済みのきゅうりを入れ 1 分で火を止め、少し冷やしザルで煮液を切り、又沸かしで３回目は落とし蓋をして

完全に冷えるまでで良いが一晩、容器に入れて完成。 

http://hac60.cocolog-nifty.com/blog/2012/06/index.html 

54 NM戦略については、ﾘﾀﾞから説明がありましたが 

今回沸かなかったのと、ﾘﾀﾞも今までｿﾛでやってて沸いたことがなく実績がないので戦略については今日書くのは控えます(・

ω・*)長くなっちゃったし、来週にでも。 

※この後、3回目の沸かしで初 POP！戦略はｺﾁﾗ。 

http://sopa.exblog.jp/8081376/ 

55 この日は午前中孔内洗浄ということで、内湯は真水の沸かしが張られていた。大いに謝られたが、まあそんな日もあるのが温

泉です。 

http://www.asahi-net.or.jp/~ue3t-cb/bbs/special/sience_of_hotspring/column_harunasan.htm 

56 源泉のみ使用。ですが温度の関係で源泉の沸かしが一部、本当の源泉のまま（ぬるい）一部です。 

http://www.mystic.ne.jp/phaku1.htm 

57 東京にも温泉銭湯は結構あるのですが冷鉱泉の沸かしが大部分。 

http://10e.jp/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%B5%B4%E5%A0%B4 

58 温泉は部屋に付いている岩風呂が源泉の沸かしが無い為か今ひとつ入ったら上がれないくらいの温度だったんで、温泉ドーム

の方が無料で OKって事でした。 

http://blog.livedoor.jp/murakami1001/archives/51445462.html 

59 昔ながらのお湯の沸かしを今もなお続けているところがまたすばらしい。 

http://todik.goemonburo.com/f-yoshinoya.htm 

60 ちなみにこんな信楽焼風呂もある。前回は、塩素臭いただの井戸水の沸かしを入れているだけのものだった。 

http://www.dokodemo-bessou.com/h_16y/16-7_onsen4.htm 

61 ただし女湯の露天風呂は真湯の沸かしを掛け流しにしてあるものだった。塩素臭が強すぎて、気分が悪くなりそう。 

http://www.dokodemo-bessou.com/h_17y-2/17-9_onsen1.htm 

62 この日のお湯はつるつる感が少なく、ちょっと塩素が強い感じ。女将さんの話では、気温が高いのでお湯の沸かしを弱くして

いるとのこと。そのせいで、温泉中の塩素分が飛ばずにお湯に残っているのでしょうか。 

http://www.h3.dion.ne.jp/~neoqtaro/onsen/kyokusui/bath.html 

63 寒くなると沸かしをするようだが、今日はまだそこまでの寒さもなく、お湯はぬるめとのことであり、ちょっと嬉しくなった。 

http://www.hikyou.jp/detail.php?shid=30476 

64 循環、沸かしをせず、100%源泉掛け流しにこだわった本物の天然温泉。 

http://www.island-golf.co.jp/higashinasu/hotel/index.html 

65 あの子守宿って湧水の沸かしでしたっけ？ 

燃料とか考えると致し方ない部分もありますが、 

http://bunkobunbun.seesaa.net/article/392622374.html 

66 宿は 35軒ありますが、循環や沸かしを一切していないので、どの宿を選んでも温泉にハズレなし！宿泊客は鍵を借りて、外湯

に無料で入れます。 

http://onsen-blog.travel.biglobe.ne.jp/201011/article_2.html 

67 確かにここは公衆浴場だから消毒や沸かしをやっているのですが、全部木の浴槽ということだけけに絞れば（木もボロボロだ

けど）岩のお風呂とちがって不思議な柔らかい感触が気持ちいいと思います。 

http://onsen.nifty.com/cs/kuchikomi/onsen_255/list/aid_onsen002702/1.htm 
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68 湯は小屋原温泉と似ていて炭酸強めのダシ味、色は黄色みがかった透明の湯。沸かしを入るときに止めていただき鉱泉をドバ

ドバと入れながら楽しんだ。最後の方ではほぼ水状態まで冷たくなっていたが、それでも入浴していると血行がよくなって皮

膚があつくなる。 

http://www.asyura2.com/09/revival3/msg/521.html 

69 ただ、沸かしが若干熱めに設定されており、温度を下げるのは冷たい源泉。なかなかこれが気持ちいいんだよねぇ。 

http://happara.cside.com/spa/hisamatsu.htm 

70 風呂は民宿内に沸かしがあったのですが、近くにある高千穂温泉をすすめられ、クーポン券を貰い、ゆったりと入ってきまし

た。 

http://4travel.jp/dm_hotel_each_tips-10218439.html 

71  大勢の食堂利用客を横目に浴室に向かうと，浴室利用者は何と３人。ほぼ貸切状態でお湯を味わえました。ここは冷鉱泉な

ので沸かしが必要になるのですが，必然的に循環設備も伴っており，お湯をしっかり消毒して利用していました。 

http://todik.goemonburo.com/yama-kannonyu.htm 

72 ぬるい、と先に聞いていたので、さほど驚きませんでした。 涌き出し口でもう４０度という湯の温度だそうで、各宿屋に届く

頃には沸かしが必要なのだとか。 

http://momhands.at.webry.info/201402/article_3.html 

73 飲用の井戸にはカルシウムを多く含んだ温泉成分（分析書有）が入っており、沸かしが必要だが自宅で温泉気分が味わえる。

もちろん田舎暮らしには欠かせない菜園作りも可能だ。 

http://www.shasharakuraku.jp/bukkenShosai/251.html 

74 昼神にはこのパターンが多い。湯量はあるが、温度が心持ち低い(40度)ので、露天風呂や浴槽を大きくした場合、沸かしが必

要なのかもしれない。 

http://spa.s5.xrea.com/broom/nagano/achigawaf.htm 

75 平川市の南外れ、国道 7号大鰐沿いにオープンしたのが『花の湯』。当初は混雑して入る気持ちにならなかったが漸く入湯を果

たした。ここも低温で沸かしが必要だが、よく湯管理ができていて温泉気分を味わえる。露天風呂に信楽焼の湯壷が設置され

ている。 

http://trip.blog-headline.jp/vote.php?eid=9552 

76 この「温泉プール」が普通の温水プールと違うのは「温泉」であること（当たり前か）と、「野外」にあること。「沸かし」が必

要なら絶対こんなことはしません。出来ません！ 

http://minkara.carview.co.jp/en/userid/178003/spot/86394/ 

77 本当であればもっと湯量が欲しいところですが、沸かしであると言う事を考えると、贅沢を言う事は出来ません。 

http://jake.cc/onsen/fukushima/yasumi-ootaya/yasumi-ootaya.html 

78 最も寒い時期、他に客なく貸切状態。鉱泉の沸かしで、内湯露天とも湯質湯温は、わが体調に最適。 

http://rurubu.travel/A04/11/1111/111104/1120710/4104A12/review.html 

79 温泉水だけがもりもりわいているんでしょうね。沸かしで、燃料代がかかるってのがネックですねぇ。 

http://bbs1.airbbs.net/sr3_bbss.cgi?action=showlast&cat=6082gonzoh&txtnumber=log&next_page=10&t_type= 

80 初めて利用しましたが、今まで利用していた宿とは大違い、 露天風呂付きで離れだけど、お風呂は沸かしで原泉掛け流しでな

く、内風呂の照明が暗い、値段の割にアメニティがかなり質素でした。 

http://www.jalan.net/yad327148/kuchikomi/detail_07590489/ 

81 文字通りまるきり鉱泉。無色透明無味塩素臭（核爆）の湯を循環する。何で訪問してしまったかなあ。（答えは簡単、６時から

なので便利だったのと、早朝からやってる温泉がまさか沸かしで循環とは思わないもんなあ。） 

http://onbunken2009.web.fc2.com/02-Toyamaken/02-Toyamaken.html 

82 温泉ではないんだけど、地下水の沸かしで、なめらかな湯ざわり 

http://kadomatsufan.doorblog.jp/tag/%E5%8F%8B%E5%AE%B6%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB 

83 温泉はもともと鉱泉だから沸かしであるが、ちゃんと岩造りの混浴露天があった。 

http://coco.cococica.com/onsen/j/index.asp?patten_cd=12&page_no=419 

84 温泉が利用されているのは、露天風呂中央のこの浴槽のみ。あとはすべて水道水か井戸水の沸かしで、とても塩素臭い。 

http://www.dokodemo-bessou.com/h_19y/19-4_onsen1.htm 

85 冷鉱泉の沸かしで、湯は重曹泉と思われる。浮遊物と味から含鉄泉だと思う。なかなか良い湯に遭遇し、喜んでじっくり入っ

た。 

http://kuroppi33.chesuto.jp/e1024363.html 

86 夜の泊まりは七沢温泉盛楽苑。温泉は冷泉の沸かしでいまいち物足りなかったが、食事は牡丹鍋やイワナの刺身が大変に美味。 

http://kama-wanu.jugem.jp/?eid=445 

87 湯は沸かしで 42℃に設定されているとのことですが、半露天なのでややぬるめに感じ、貸し切り状態だったこともあって、す

ばらしい景色を眺めながらすっかり長湯をしてしまいました。 

http://yanagy.jp/onsen/chiba/yourou.html 

88 温泉とありますがトラック輸送でしょう。循環の沸かしで塩素消毒です。 

http://www.ka-to-ken.com/mt-contents/03-yado/2008/05/710-49.html 

89  ロビーには暖炉があり、山の宿の雰囲気がバッチリ！ 入口で靴をスリッパに履きかえること、 多くのお部屋はバストイレ共

同のこと、 お風呂は温泉でなく沸かしで夜のみのこと、 など昭和な雰囲気がたっぷりですが、 品数豊富な山の味覚満載のほ

っこ... 

http://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-g1117904-d1880990-Reviews-Shibutoge_Hotel-

Yamanouchi_machi_Shimotakai_gun_Nagano_Prefecture_Chubu.html 

90 残念ながら温泉は源泉が 30度程度ですので、沸かしで循環です。最近露天風呂も出来たようですが、本来のラジウム泉の使い

方から考えるとどうかなと思います。 
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http://www.mapple.net/kuchikomi/K0000154516.htm 

91 湧き水の沸かしで、とっても美しい湯だったんですが、名残惜しいですね。 ここの前の道をはさんで新しい施設「やすらぎ荘」

が出来ています。 

http://totisiti.exblog.jp/13447883 

92 船は 3 人がぎりぎり入れるくらいの大きさで男湯と女湯に分かれている。泉質は鉄鉱泉で、茶色くにごっている。鉱泉なので

沸かしであるが、成分はとても濃い。 

http://onsenjapan.jp/infos/detail/384 

93 湧き水の沸かしで、とっても美しい湯だったんですが、名残惜しいですね。 ここの前の道をはさんで新しい施設「やすらぎ荘」

が出来ています。 それが出来る前に、まだ元気だったころの親父と来た覚えがあります。 

http://rstyle.secret.jp/shikoku_06.html 

94 露天は沸かしで、（出ないモノは仕方が無いけれど）温泉じゃないのが残念。 

http://tabelog.com/miyazaki/A4505/A450502/45005164/dtlrvwlst/4562761/ 

95 今回は母と娘二人と四人で総檜風呂付部屋の和洋室に泊まりました。 

母は高齢だったので大浴場はつらいとの事で部屋での温泉を楽しみにしてましたが残念なことに部屋のお風呂は普通の水の沸

かしでした。 

http://ys.gnavi.co.jp/hotel/review/101155/?pageNo=2 

96 露天風呂は川沿いロケーションで温め。塩素臭と温泉臭があり、油が浮いてねっとりした肌触り。沸かしで成分は薄くアルカ

リ性単純泉。 

http://onsentabi.blog.so-net.ne.jp/2005-07-06 

97 低張性アルカリ性泉で、泉温は 27.5℃ですので、沸かしで循環です。ちょいヌルつきがありますが、無色透明であまり特徴は

感じられません。 

http://tonnkotuonnsenn2.cocolog-nifty.com/blog/cat34908706/index.html 

98 朝１０時の開湯と同時に伺ったが、けっこう常連さんで賑わっていた。生活の匂いのする銭湯である。沸かしであるが、良い

湯づかい、肌のあたりもバツグンであった。 

http://yaplog.jp/momo-kimock/archive/1999 

99 温泉ではないんだけど、地下水の沸かしで、なめらかな湯ざわり  浴槽の中にはビー玉が埋まってます  

http://warabiyamiwa.cocolog-nifty.com/blog/2012/05/post-e53d.html 

100 今日行ってきました。沸かしで露天もありませんが、気持ちがいい風呂です。 

http://red.ap.teacup.com/akumakozo/3355.html 

101 大きい浴槽のほうが沸かしで、湧出量量が少ないため循環使用になっている。 

http://www41.tok2.com/home/iyasiyu/ryokouki.hasikurakousen.html 

102 各パーツをしっかりと作れていても、造り込みの際の沸かしが不十分であると、各パーツが鍛接せずに傷物となってしまいま

すので気が抜けません 

http://www7b.biglobe.ne.jp/~osaru/dekirumade.htm 

103 沸かしには、本沸かしと仮付けの沸かしがあります。 

これは本沸かしの時の写真です。 

http://kuniichitakami.blog68.fc2.com/?mode=m&no=331 

104 続けて鏟を使っていたので結構首が変だ。 

予定通り明日炭を 2袋切って地金の沸かしが出来るかどうか。 

http://blogs.yahoo.co.jp/syonnborisyoboonn/45623048.html 

105 ただ、明るくて鉄の沸かしが見えないという事で、 

夕方から本番を迎えるという事になりました。 

鉄の沸かしと言うのは、鉄を赤らめるのと溶けるとの、その間の事で、炎の中に”沸いた”証の火花が見えるのですが、明るい

とそれ見えないので、というような解説でした。 

http://ameblo.jp/pashokon/archive-201210.html 

106 刃渡り１７ｃｍの三徳包丁に換算して約２００丁分の材料の沸かしが出来ました。 

http://shop.plaza.rakuten.co.jp/moritakahamono/diary/detail/201210290001 

107 和鉄を沸かす。 

これまで材料を沸かさずに 900 度位で一旦平らに潰してから沸かして折り返していたのだが、潰す際に一回目の沸かしをした

ほうが良いのではないかと、先日熱中症で寝ている時に考えた。 

http://blogs.yahoo.co.jp/syonnborisyoboonn/archive/2013/8/7 

108 作刀の続きです。 造り込みでしっかり沸かしをかけて一体化したら沸かしをかけながら伸ばしていきます。 

http://idenet.jp/newentry-p4.html?key=%C2%A4%A4%EA 

109 「のろ」を効率よく絞り出せるのは最初の塊の状態のときで、地金が崩れない程度に強い沸かしをかけるのには経験が必要で

す。四角い固まりの状態になれば更に強い沸かしをかけて、「のろ」を絞り出します。 

http://www.eonet.ne.jp/~sumihira/04kajikoubou/2mizubesisenkou/mizubesi.html 

110 大きめの同質鋼板をあらかじめ沸かしつけてある（余熱してある）テコ棒の先（皿）に小割り選別済みの玉鋼を隙間なく並べ、

積み重ねぬれた和紙で包み、さらに水溶き粘土と稲藁の炭、灰で包んだものを、火炉中に入れ、約１３００℃程度に加熱（沸

かし）大槌（先手）で打って鍛接し、鏨（タガネ）で切れ目を入れて折り返し、また沸かしをかけて鍛接する、１連の動作を繰

り返し約１０～２０回ほど折り返し鍛錬を行う。 

http://www.kajita-token.com/process.html 

111 ゆっくりと鞴を吹き鉄の心から沸かしをかけ、沸かしでフクレを切ったり、折り返すときにフクレの有る面に鏨を入れて折り

返していきます。 
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http://kuniichitakami.blog68.fc2.com/blog-entry-331.html 

112 より鍛錬および沸かしを研究。 

http://tetsu.town.sakaki.nagano.jp/yukihira/motohira.html 

113 日曜日はイルミに行く約束をぺんぺん達としていたので沸かしを中断して出掛けました。 

http://koujitan.exblog.jp/21335498 

114 「のろ」を効率よく絞り出せるのは最初の塊の状態のときで、地金が崩れない程度に強い沸かしをかけるのには経験が必要で

す。四角い固まりの状態になれば更に強い沸かしをかけて、「のろ」を絞り出します。 

http://8906.teacup.com/toraijin/bbs/1481 

115 昨日の火造りで炎の中には和鉄を放り込んで今まさに沸かしが始まった状態です 

http://hamono.tea-nifty.com/ 

116 最近、沸かしが調子いいので、今日は調子にのりついでに、一貫匁（３．８kg）鍛えをした。普段は６００匁なので、これはド

カベンの弁当みたいだった。 

http://tousyoukai.seesaa.net/archives/200602-1.html 

117 沸かす温度は約１３００度ほど。 

これが沸かしでなく燃やしになってしまうと大変ですから難しいです。 

火花が出始めるくらいの温度で数分保持する必要があります。 

http://gozirseki.blog7.fc2.com/blog-entry-8.html 

118 火床が壊れたので、補修。 

ちょっと形を変えちょっと幅広にしてみました。 

いい沸かしができるかな。 

http://yaplog.jp/054/monthly/201011/2 

119 梃子の場所が端に寄ってしまいます。 

沸かしが上手になると梃子から品物を落とす事無く７，８回の鍛錬が普通に出来るようになります。 

http://kuniichitakami.blog68.fc2.com/blog-entry-334.html 

120 これは沸かしが足りなかったか、泥付け回数が少なかったかと思います。 手を抜いた部分が、はっきりと出てしまいました。

反省です。 

http://syoueki.seesaa.net/category/858254-5.html 

121 時間が余ったので、平田君が沸かしに失敗した包丁を研いでみたが、割れが出て切断、材料代３万円と２日間の時間が煙と消

える。弟子にも技術の差が出て来る様になった。今日も５人の弟子に仕事を教える。親方は大変である。 

http://bizenosahune.blog67.fc2.com/blog-entry-288.html 

122 自家製鋼はどうしても鉱滓が残り易く一番最初の沸かしが大事である。 

http://bizenosahune.blog67.fc2.com/blog-date-201309.html 

 

 


