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概要
培地や器具の扱いから各種培養法まで、細胞培養の基本技術を解説し、細胞の観察、細胞へ
の遺伝子導入、分化制御など、培養細胞を
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モウラ. 培養細胞実験ハンドブック : 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! / 許南浩, 中
村幸夫編集. (実験医学;別冊).
図書館からのお知らせ . 培養細胞実験ハンドブック : 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網
羅! 許南浩, 中村幸夫編集. -- 改訂. -- 羊土社, 2009. -- (実験医学 ; 別冊).<図書> . わかりあ
えないことから : コミュニケーション能力とは何か. 「コミュニケーション能力」という言葉に疑問・違和感

を感じたら.
培養細胞実験ハンドブック :基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! /許南浩, 中村幸. 夫
編. 2009. がんプロ 022. 80600042154 GP@494.53@O100@1. がん化学療法副作用対策ハンド
ブック :副作用の予防・治療から,抗がん剤の減量・休薬の. 基準,外来での注意点まで /岡元るみ
子, 佐々木常雄編集. 2010. がんプロ 023. 80600042472.
Free Video to MP3 Converter 5.0.37.327-動画から音声を簡単に抜き出すことができる無料音声
抽出ソフト MP3だけでなくAACやWAV、FLACなどの出力にも対応(2014/4/23 .. Apple、OS Xの
最新βを試用できる「OS X Beta Seed Program」を公開（ITmedia PC USER）(2014/4/23
PM03:36:08 Wed) .. 映像作品を完全網羅！ 雑魚キャラ.
培養細胞実験ハンドブック＜改訂＞. 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！ 実験医学
別冊: 著者： 許南浩 著者： 中村幸夫 · Mail 登録すると、関連商品の予約開始や発売の情報
をお届け!! 書籍: 出版社：羊土社: 発売日： 2008年12月. Information: お買い物初めてなら、
300円分おトクに！ Ｔポイント還元率変更のお知らせ · 特典に関する.
タンパク質実験ハンドブック : 取り扱いの基礎から機能解析まで完全網羅!. 改訂. フォーマット: . 9
図書 培養細胞実験ハンドブック : 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! Huh, Nam-Ho .
10 図書 タンパク質の翻訳後修飾解析プロトコール : リン酸化, 糖鎖修飾, ユビキチン化, アセチル
化, メチル化, 脂質修飾の解析方法を網羅! 稲垣, 昌樹.
商品説明. 【タイトル】実験医学 別冊改訂 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！ 培養
細胞実験ハンドブック【発売日】2008年12月【著者／編集】許南浩, 中村幸夫【出版社】羊土社
【サイズ】単行本【ページ数】329p 【ISBNコード】9784758101745. よく一緒に購入されている商品.
よく一緒に購入されている商品はありません。 生物学.
2017年7月19日 . すごく評判なんだけど、僕が頭悪いからなのか、途中まで頑張って読んだけど、よ
くわからないので、ほったらかしてあります。 ... The ヨーロッパ医学留学: 7カ国を完全制覇! .. 児島
先生いわく、『科研費獲得の方法とコツ』が長編小説だとすると、今回の『科研費申請書の赤ペン
添削ハンドブック』は短編小説集とのことです。
細胞培養入門ノート (無敵のバイオテクニカルシリーズ) バイオ実験超基本Q&A―意外に知らな
い、いまさら聞けない実験医学 別冊―基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! 培実験で
.. 調理のためのベーシックデータ臨床医学 疾病の成り立ち 改訂第2版 (栄養科学イラストレイ基
礎栄養学ノート 第3版 (栄養科学イラストレイテッド[演習. 184.
Ⅰ. 分子シャペロンの基礎 田口英樹・吉田賢右 3. Ⅱ. 細胞機能の制御. 1. 合成とフォールディング
寺田和豊・森 正敬 47 . 比較ゲノム学を遺伝子・タンパク質の機能解析や疾患遺伝子探索に活
用する方法がわかる .. 28. Book. Book. 28. タンパク質実験ハンドブック : 取り扱いの基礎から機能
解析まで完全網羅!. 改訂. 竹縄忠臣, 伊藤俊樹編集.
改訂培養細胞実験ハンドブック. 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！ 黒木登志夫／
監，許 南浩，中村幸夫／編. 定価 7,200円＋税; 2008年12月11日発行; B5判; 330ページ;
ISBN 978-4-7581-0174-5. 販売状況： 注文可能（在庫あり）. [SHARE].
実験医学 別冊 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! 改訂 培養細胞実験ハンドブック |
イオンが取り扱う商品をオンラインで注文できます！インターネットでもイオンをぜひご利用ください。
2017年3月25日 . フトウェアを開発する。完全長cDNAやESTをゲノ. ム配列と比較することにより、
遺伝子領域ならびに. そのゲノム上の構造を明らかにする。細胞系譜など、. 遺伝子発現パターン
... 外表皮形成等を解析するための皮膚培養法を検討す. る。 （５）フィブロイン .. 研究計画：ブタ
中枢神経幹細胞を用いた核移植実験. を行い、これらの.
培養細胞実験ハンドブック 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！ 改訂/黒木 登志夫/
許 南浩/中村 幸夫（自然科学・環境） - 培地や器具の扱いから各種培養法まで、細胞培養の基
本技術を解説し、細胞の観察、細胞への遺伝子導入、分化制御など、培養細胞を用いる各種
解析法を説.紙の本の購入はhontoで。
2014年9月1日 . 特集３ 生活保護法改定に伴う変更、医療機関指定と指導、検査（監査） 医療
と介護の指定方法変更、医療保険の指導・監査の考え方を導入 東京保険医協会 事務局 栗

林令子 【新連載】 ◎病院事務職員のためのプレゼン講座 心に響くプレゼンテーション術 第１回
感動するプレゼンとは？ 高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療.
2013年1月30日 . 培養細胞実験ハンドブック : 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! 改
訂 (実験医. 学:別冊). 9784758101745. BAMT 動物細胞工学. 2012/11/21. 活性酸素・ガス状
分子による恒常性制御と疾患 : 酸化ストレス応答と低酸素センシングの. 最新知見からがん,免疫,
代謝・呼吸・循環異常,神経変性との関わりまで (実験医学:.
2014年4月23日 . 日本エイサーのAndroidタブ「マンガロイド」、最新モデルは7.9型軽量タイプ
(2014/4/23 PM04:37:25 Wed) .. 東芝とTSOL、柿本榮三美容室、顧客動向に関する実証実験
をkakimoto armsで開始（BCN）(2014/4/23 PM05:27:00 Wed) .. 基礎から、強力スイングの上級テ
クニックまで全て網羅した入門から上達の決定版！
染色・バイオイメージング実験ハンドブック : 細胞や組織の形. 態・遺伝子・タンパク質を観るための
染色法と顕微鏡観察のす. べて(実験医学:別冊). 高田邦昭, 斎藤尚. 亮, 川上速人編集. 羊土
社. 2006.7. 711100248 463.07//センシ. 培養細胞実験ハンドブック : 基本から最新の幹細胞培養
法まで. 完全網羅! 改訂(実験医学:別冊). 許南浩, 中村幸夫.
あなたの人生を変えるスウェーデン式歯みがき 1日3分・ワンタフトブラシでお口から全身が健康にな
る！ ----, 自由国民 ... 今すぐ使えるワンランク上の実践ビジネス英語 68シーンで完全マスター！
営業・交渉・ .. ワンセグUSBドングルで作るオールバンド・ソフトウェア・ラジオ 周波数コンバータやプリ
アンプを手作り！1200MHzまでバッチリ受信！
家の中から海中探検へ！Googleの「ストリートビュー・オーシャンズ」がすごい！ この秋は「ぼかしリッ
プ」が可愛い♡ PCスマホから【覗き見・盗撮】するウイルスが怖い 知ってた？東京スカイツリーが特別
なライトアップ中！地元小学生の案採用！ 【防虫剤】のニオイを早く飛ばす方法。 大人も夢中！
水鉄砲が進化しすぎてる 培養細胞から”ヒトの脳”を.
[ISBN]9784758101745 『実験医学 別冊―基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! 培養
細胞実験ハンドブック (実験医学. 別冊 24)』(羊土社 : 2008). [ISBN]4897064643 『免疫研究の
基礎技術 (バイオマニュアルUPシリーズ)』(羊土社 : 1995). □ 参考文献. 適宜配布する. □ 関連科
目. 分子医科学. 細胞生物学. □ 成績評価方法および基準.
2008年12月24日 . iPS 細胞の樹立方法について解説されている「改定 培養細胞実験ハンドブッ
ク－基本から最新の幹細胞. 培養法まで完全網羅！」が、このほど羊土社より出版されました。山
中伸弥物質－細胞統合システム拠. 点 iPS 細胞研究センター長と山中研究室の大貫茉里さん
（京都大学再生医科学研究所再生誘導研究分. 野修士課程２.
うつ病治療ガイドライン 第2版認知症治療薬の考え方、使い方ひと目でわかる認知症画像診断ハ
ンドブック認知症ハンドブック動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版. 4. 成熟脳 －脳の本番
.. バイオ実験超基本Q&A―意外に知らない、いまさら聞けない実験医学 別冊―基本から最新の
幹細胞培養法まで完全網羅! 培目的別で選べる細胞.
ルーイン細胞生物学 / Benjamin Lewin [ほか著] ; 永田和宏訳者代表. -- 東京 : 東京化学同人
, 2008.12: 中央学3F 463/L 11670944. 培養細胞実験ハンドブック : 基本から最新の幹細胞培養
法まで完全網羅! / 許南浩, 中村幸夫編集. -- 改訂. -- 東京 : 羊土社 , 2009.1 (実験医学 ; 別
冊): 中央学3F 463.07/H 11670940. システム生物学入門.
培養細胞実験ハンドブック 細胞培養の基本と解析法のすべて. 黒木登志夫，許 南浩／編. B5
判 300ページ ISBN 4897068843. 2004/07発行 定価 7350円
http://www.yodosha.co.jp/book/4897068843.html. ◇『細胞培養なるほどQ&A ～ 意外と知らな
い基礎知識＋とっさに役立つテクニック』 許 南浩／編 日本組織培養学会，JCRB細胞.
培養細胞実験ハンドブック : 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅!. 改訂. 種類: 図書;
責任表示: 許南浩, 中村幸夫編集; 出版情報: 東京 : 羊土社, 2009.1; 著者名: Huh, Nam-Ho
<DA08914371> · 中村, 幸夫 · 黒木, 登志夫(1936-) <DA00822269>. シリーズ名: 実験医学 ;
別冊 <BN03162795>; ISBN: 9784758101745 [4758101744].
463||H960, 培養細胞実験ハンドブック : 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! 改訂 (実
験医学:別冊), 許南浩, 中村幸夫編集, 羊土社, 2009.1. 463.8||Mu410, 発生生物学 (基礎生

物学テキストシリーズ:5), 村井耕二編著, 化学同人, 2008.4. 464.2||H350, タンパク質をつくる : 抽
出・精製と合成 (やさしい原理からはいるタンパク質科学実験.
. データ統計解析プロトコール―Excelを中心としたデータの標準化から有意差解析、クラスタリン
グ、ネットワーク解析法のすべて (実験医学別冊 23). '' 978-4-7581-0174-5, 許 南浩 · 中村 幸夫
· 黒木 登志夫, 実験医学 別冊―基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! 培養細胞実験
ハンドブック (実験医学別冊 24). 2010, 978-4-7581-0175-2.
2012年11月2日 . 培養細胞実験ハンドブック : 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! / 許
南浩, 中村幸夫編. 医9F図書. 491.11//H81//0630 11780106305. 幹細胞の基礎からわかるヒトES
細胞 / アン A.キースリング, スコット C.アンダーソン著 ; 須田年生. 医9F図書. 491.11//KI14//0823
11780108236. 最新疾患モデルと病態解明, 創薬.
実験医学 別冊（改訂）培養細胞実験ハンドブック－基本から最新の幹細胞培養法まで完全網
羅！ by 許南浩 / 中村幸夫. 1 2 3 4 5 (0). Icn mail on Icn mail · Icn fb · Icn tw. S$121.43

Online Price; S$109.29 Kinokuniya Privilege Card Member Price; Availability Status :
Available for order from suppliers. Usually dispatches around 4.
14 てあらいがとまらないアライグマ：強迫性障害（こころの病気がわかる絵本；4）. 情報センター出版
局. 2010 滝井. 15 ふとるのがこわいチーター：摂食障害（こころの病気がわかる絵本；5）. 情報セン
ター出版局. 2010 滝井. 16 培養細胞実験ハンドブック-基本から最新の幹細胞培養法まで完全
網羅！ 改訂. 許南浩 中村幸夫. 羊土社. 2009 滝井. 17.
大脳皮質の領野特異的かつ層特異的なフィードバック結合の神経活動操作法と機能解明研究
代表者継続中 . 中心視野の再生に資する2光子励起イメージングを用いた新規機能解析法の確
立研究代表者継続中 . 成体網膜の再生における幹細胞の増殖・分化および神経回路形成の
制御機構の解明研究代表者.
2015年10月8日 . あなたの細胞培養、大丈夫ですか⁈〜ラボの事例から学ぶ結果を出せる「培養
力」の詳細です。羊土社が販売しています。価格は￥ 3780です。アイテムの詳細やクチコミ情報を
知ることができます。
3, 知的文章とプレゼンテーション : 日本語の場合、英語の場合 / 黒木登志夫著 東京 : 中央公論
新社 , 2011.4. 4, 落下傘学長奮闘記 : 大学法人化の現場から / 黒木登志夫著 東京 : 中央公
論新社 , 2009.3. 5, 培養細胞実験ハンドブック : 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! /
許南浩, 中村幸夫編集 改訂. - 東京 : 羊土社 , 2009.1.
実験医学 別冊改訂 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！ 培養細胞実験ハンドブック
[ 許南浩 ]. 7,776円 送料無料. ポイント10倍. 最安ショップを見る · 【中古】 培養細胞実験ハンド
ブック 改訂 基本から最新の幹細胞培養法まで · ブックオフオンライン楽天市場店.
商品の説明. 初心者から研究者まで培養細胞を扱うあらゆる方に大好評の，培養細胞実験書の
決定版を改訂！iPS細胞の樹立方法など，再生医療を目指す最先端の幹細胞実験を追加！
目次: 第1章 培養実験の総論 第2章 細胞培養の基本技術 第3章 初代培養 第4章 細胞の増
殖と死 第5章 培養細胞の解析 第6章 遺伝子工学的・細胞工学的.
20140707 審判部第２２部門. 羊土社. 新骨の科学. 20140707 審判部第２２部門. 医歯葉出版.
リウマチ病学テキスト. 20140707 審判部第２２部門. 診断と治療社. 改訂 培養細胞実験ハンド
ブック基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！ 20140707 審判部第２５部門. 羊土社. 組
織培養の技術基礎編. 20140707 審判部第２５部門. 朝倉書店.
実験医学別冊 実験ハンドブックシリーズ; 改訂培養細胞実験ハンドブック; 基本から最新の幹細胞
培養法まで完全網羅！ 黒木登志夫／監 許 南浩，中村幸夫／編; 定価 7,200円＋税, 2008
年12月発行; 詳細をみる · 分子間相互作用解析ハンドブックタンパク質とタンパク質・核酸・糖・脂
質・. 実験医学別冊 実験ハンドブックシリーズ; 分子間相互.
改訂 培養細胞実験ハンドブック 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！ 第1章 培養実
験の総論. * 1. 細胞培養実験のストラテジー【黒木登志夫／許 南浩】 * 2. いろいろな培養法
【許 南浩】 * 3. 研究によく使われる細胞【許 南浩】 * 4. 培養細胞の品質管理【中村幸夫／許
南浩】 * 5. 細胞バンクの役割【中村幸夫／水澤 博】 * 6. 細胞培養の.

書名：改訂培養細胞実験ハンドブック 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅詳細はこちら
☞ · 外部リンク 黒木登志夫／監 許 南浩，中村幸夫／編出版：羊土社出版年：2008年12月.
ISBN 978-4-7581-0174-5 内容： 初心者から研究者まで培養細胞を扱うあらゆる方にを対象に
iPS細胞の作製法やES細胞の分化誘導、再生医療をめざす最.
実験医学 別冊 - 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！ 培養細胞実験ハンドブック
（改訂）. 許南浩/中村幸夫; 価格 ¥7,776（本体¥7,200）; 羊土社（2008/12発売）; ポイント 72pt.
ウェブストアに3冊在庫がございます。（2018年01月19日 09時37分現在）; 出荷予定日とご注意事
項 ※上記を必ずご確認ください 【出荷予定日】 □ ご注文当日.

Goodman and Gilman's : The Pharmacological Basis of Therapeutics McGraw-Hill
Professional Publishing. 実験医学 別冊―基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! 培養
細胞実験ハンドブック (実験医学別冊 24). 実験医学増刊 Vol.33 No.2 再生医療2015 幹細胞と
疾患iPS細胞の研究最前線 飛躍する基礎研究 加速する臨床へ.
2017年4月25日 . 6, 5月30日, 6月3日, 改訂培養細胞実験ハンドブック：基本から最新の幹細胞
培養法まで完全網羅！ 2009, 可. 5, 5月2日, 5月9日, 治療薬ハンドブック, 2016, 可. 4, 4月25日,
5月9日, バリデーション・ブレイクスルー :認知症ケアの画期的メソッド, 2014, 可. 3, 4月13日, 4月20
日, 考える技術：臨床的思考を分析する, 2015, 可. 2.
ブンシ セイブツガク ケンキュウ ノ タメ ノ シン バイヨウ サイボウ ジッケンホウ. 分子生物学研究のため
の新培養細胞実験法 / 黒木登志夫, 許南浩, 千田和広編. (実験医学;別冊 . バイオマニュアル
UPシリーズ ; BM25).
許南浩 | ローチケHMV | 許南浩の商品、最新情報が満載！CD､DVD､ブルーレイ（BD）､ゲーム､
グッズなどを取り扱う､国内最大級のエンタメ系ECサイトです！ Pontaポイント使えます！ 支払い方
法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利です！許南浩ならローチケHMV！
幹細胞とは?生物学用語。 分化細胞のもととなる母細胞の総称。生体のさまざまな組織の細胞に
分化する能力と，分裂を繰り返しながら増殖していく能力をもち，それぞれの組織の生理的再生に
関与する。 . 発生における細胞系譜の幹 (stem) になることから名付けられた。幹細胞 . 実験医学
別冊―基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅!
2016年12月5日 . タンパク質精製と取扱いのコツ―抽出・精製・組換えタンパク質発現・抗体作製
の実践的ノウハウと、最適な試薬・機器の選択＆活用法（実験医学別冊）／羊土社; 基本から
最新の幹細胞培養法まで完全網羅! 培養細胞実験ハンドブック（実験医学別冊）／羊土社; 生
命科学のための機器分析実験ハンドブック―分光分析、顕微.
培養細胞実験ハンドブック 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！ 改訂. 実験医学別
冊. 黒木登志夫／監修 許南浩／編集 中村幸夫／編集. 出版社名, 羊土社. 出版年月, 2009
年1月. ISBNコード, 978-4-7581-0174-5 （4-7581-0174-4）. 税込価格, 7,776円. 頁数・縦, ３２９
Ｐ ２６ｃｍ. この商品を買った人は、こちらにも興味をもっています.
培養細胞実験ハンドブック 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! 改訂 許南浩 本
（9784758101745）の最安値比較・価格比較ページ。送料無料の商品を見つけられます。Tポイン
トがたまるYahoo!ショッピングでお得なお買い物を。
培養細胞実験ハンドブック 第2版－基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅!（実験医学別
冊 24） [単行本]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像
も盛り沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌
日お届け実施中。
実験医学別冊 実験ハンドブックシリーズ; 改訂培養細胞実験ハンドブック; 基本から最新の幹細胞
培養法まで完全網羅！ 黒木登志夫／監 許 南浩，中村幸夫／編; 定価 7,200円＋税, 2008
年12月発行; 詳細をみる · 細胞・培地活用ハンドブック特徴，培養条件，入手法などの重要デー
タ. 活用ハンドブック; 細胞・培地活用ハンドブック; 特徴，培養.
2011年10月15日 . 培養細胞実験ハンドブック 第2版―基本から最新の幹細胞培養法まで完全
網羅! (実験医学別冊 24) 許 南浩,中村 幸夫,黒木 登志夫. 羊土社売り上げランキング :
138574. Amazonで詳しく見る.

マイクロカプセルの基本から新規開発による製造方法とその製造装置☆ 機能性マイクロカプセル
（熱膨脹性、刺激反応性、標的結合性等）の開発☆ 医薬医療、食品、化粧品、日用品、肥
料、トナー・ .. 付着、浮遊細胞、幹細胞の大量培養プロセスの効率化○iPS細胞からの分化制御
法○大量生産、低コストを実現する細胞培養装置の設計！
細胞培養入門ノート. 改訂. フォーマット: 図書; 責任表示: 井出利憲, 田原栄俊著; 出版情報:
東京 : 羊土社, 2010.6; 形態: 170p ; 30cm; ISBN: 9784897069296 [4897069297]; シリーズ名: .
基本の細胞株・ES・iPS細胞の知っておくべき性質から品質検査まで . 4 図書 培養細胞実験ハン
ドブック : 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅!
2012年9月17日 . 【定価17％OFF】 中古価格￥6450（税込） 【￥1326おトク！】 培養細胞実験
ハンドブック 改訂基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！／黒木登志夫(著者),許南浩
(著者)／中古本・書籍／ブックオフオンライン／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご
注文で送料無料。
実験医学 別冊改訂 - 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅！ - 許南浩 - 本の購入は
楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！みんなのレ
ビュー・感想も満載。
【単行本】 許南浩 / 培養細胞実験ハンドブック 基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅! 改
訂 送料無料のお買いものならKDDI/KDDIコマースフォワードが運営するネットショッピング・通販サ
イト「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイトWowma!（ワウマ）。人気のアイテムが大集合！
2000万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商品やセール.
Amazonで許 南浩, 中村 幸夫, 黒木 登志夫の実験医学 別冊―基本から最新の幹細胞培養
法まで完全網羅! 培養細胞実験ハンドブック (実験医学別冊 24)。アマゾンならポイント還元本が
多数。許 南浩, 中村 幸夫, 黒木 登志夫作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。ま
た実験医学 別冊―基本から最新の幹細胞培養法まで完全網羅!
DMM mobile、ASUS MeMo PAD 7を販売開始 ZenFone 2も5月15日から受付開始（ITmedia
Mobile）(2015/5/1 PM08:12:06 Fri) .. SPACE BALLOON ―宇宙までの耐久実験― ＞
(2015/5/1 PM04:00:00 Fri) .. スター・ウォーズ」エピソード4～6の衣裳を完全網羅した「コスチューム
大全」限定発売（ねとらぼ）(2015/5/1 PM03:26:40 Fri).

