
商業利用、セクハラ的内容など、こちらの判断で勝手に削除させて頂きます。メールアドレスは入れないでくださいね！ 

  

ぱぱれ&ままれ画像板 

Title：  （必須）

Name：  （必須）

E-Mail：

URL：

Message：

Picture：  参照...

Pass：  （半角英数4文字）

  Write  Clear 

むき出し （ぱぱれも） 

早く，ケースを作って入れてあげないと・・ 
壊しそう（＾＾；）  

 

Wed Jun 2 01:06:37 2004 [メール] [HP] [返信] [削除]  

電池ぱわー （ぱぱれも）  

ＵＳＢ電源をやめて単三でんち４本仕様にしてみたら，びっくりするくらい良い感じになりました
（汗） 
 
電池教信者になりそう・・・  

Wed Jun 16 16:57:20 2004 [メール] [HP] [削除]  
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はりせんぼん （てる） 

ビーズのサＯテンダー！！ 
あまり似てないかも？ 
口のために、どれだけ無駄なパーツを 
買ったことやら（泣） 
完成して、すごく嬉しいです。 

 

Sat May 8 22:40:11 2004 [メール] [HP] [返信] [削除]  

てるさん尊敬ーっ！ （とらのすけ＝ままれもん）  

おぉっ！サボテンダーだ！！(^0^) 
ぢつは…ＦＦ10-２、英語版も日本語版も買っといて 
まだ手をつけず、２人共２度目の10をやってまして 
…ははは。先週やっとサボテンダーのイベントを 
クリアーしました。ヤフオクでＴシャツもゲット。 
箱入りサボテンダー…とってもキュート(*^^*) 
あとは火水木の聖印と訓練所の… 
すべてを越えし者（HP600万）は無理ですかね？ 
(^^;) 
ビーズはご自分で考えられたんですよね。 
ほんと、すごいっ！！！  

Sun May 9 00:59:24 2004 [メール] [HP] [削除]  

まだやってます＞ＦＦ10(^^;)ゞ （とらのすけ＝ままれもん）  

ついに出たすべてを越えし○…ＨＰは1,000万？(^^;) 
訓練所の神竜まで倒したのに出なかったので 
召喚獣を使ってはダメなのか？とやり直し始め 
種族別残り４匹で…って事は、ただ１匹 
やりもれてただけか？(((((^^;) 
昨日は玉砕、今日実家から帰ったら 
再度挑戦、だぁーーーっ！＜おばか  

Thu May 27 01:12:54 2004 [メール] [HP] [削除]  

超人の証 （とらのすけ＝ままれもん）  
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本日、ぱぱれ＆ままれ、すべてを～を倒す事が 
出来ました。やった～っo(^◇^)/ 
ぱぱれはこれでFF10-2に移るそうですが 
私はまだまだ…160時間ではやり足りない～＞大ばか  

Sat May 29 21:52:46 2004 [メール] [HP] [削除]  

懐かしーっ！ （とらのすけ） 

ＢＳで取り上げられていたので予習ってことで？ 
昔のぼろぼろの単行本を引っ張り出してきた。 
ベルばらは黄ばみ・しみもひどかったので 
文庫本で買いなおしたけれど 
デザイナー（初版本！）もポーの一族も 
ぼろぼろのまま保存してあった(^^;) 
どれも…小学生だった？私はぞくぞくしながら 
読んだもんだ。 
すてきな夢をありがとう＞諸先生方 
 
しかし…これらの本って、一度ブラジルにも 
持って行ってるし、その後も何度か引越ししてるし。 
それでも、処分できなかったんだよねぇ…(^^;)ゞ  

 

Thu Apr 29 12:17:27 2004 [メール] [HP] [返信] [削除]  

ポポー父さん （しらさか） 

安らかに  
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Sun Mar 21 16:53:14 2004 [メール] [HP] [返信] [削除]  

ありがとうございます （とらのすけ）  

お花、嬉しいです…ありがとうございます。 
 
ぽぽーの血は、りす吉君や他の里子に行った子達、 
そして我が家でも受け継がれているんですよね。 
そう思うと何だか救われる気がします。  

Sun Mar 21 21:05:37 2004 [メール] [HP] [削除]  

ありがとうございます （ぱぱれも）  

白坂様どうもありがとうございます． 
まだ，ポポーがいなくなったことを受け入れられて 
いないのですけど，ポポーの娘たちと遊んでいると 
幸せになれます． 
 
夫婦そろって倒れていたので，某社長へのお誕生日 
プレゼント買いにいけてません・・・（＾＾；）  

Thu Mar 25 00:08:07 2004 [メール] [HP] [削除]  

ポポーが亡くなって・・・ （ぱぱれも） 

ぽぽーがいなくなった次の朝，空には 
虹がかかっていました． 
 
いまごろ天国で，ノンビリしてるかな・・ 
 
まだ，耳元でピヨピヨ（喘息の息の音）聞こえて 
きます．まだ近くにいるのかな・・・  

4/8 ページぱぱれ&ままれ画像板

2004/07/15http://fcgi2.gcc.ne.jp/̃nama/cgi-bin/picturebord3.cgi?user=zolki



  

  

 

Thu Mar 18 23:37:54 2004 [メール] [HP] [返信] [削除]  

ぽぽー （ぱぱれも） 

まだ生きているそうです．少しご飯も食べたみたいです．もう少し一緒にいたいです．  

 

Thu Mar 11 19:39:20 2004 [メール] [HP] [返信] [削除]  

菊次郎です。 （Ｐーちゃん） 

パスっこのシルバーミット。Ｐ旦憧れのりんごちゃんと一緒です(^o^) 
そして誕生日は１月１日！ 
でもこれは家にきて約３時間の写真。もう出せ出せ攻撃をしました(T_T)  
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Tue Mar 9 22:40:36 2004 [メール] [HP] [返信] [削除] 

え？え？え？？？ （ぱぱれも）  

ぱぱぱぱっぱぱぱすっこ！ 
べビですか！！！！ 
 
いつの間に！！（いいなぁ）  

Wed Mar 10 00:05:16 2004 [メール] [HP] [削除]  

準優勝なんですが・・・。 （Ｐーちゃん） 

毎日ポットカーペット掘ってます。カーペット堀なら優勝かな(?_?)  

 

Fri Mar 5 12:44:33 2004 [メール] [HP] [返信] [削除]  

いえいえ （ぱぱれも）  

カーペット堀りでしたら，うちのランプーも 
負けません！（号泣） 
 
でもって，なぜか畳にカーッペットを固定する 
長いピン（画鋲の長いようなの）を噛んで引き抜く 
んです！ 
 
ピン抜きなら優勝かな（＾＾；）  

Fri Mar 5 21:11:18 2004 [メール] [HP] [削除]  

何ででしょうね？ （Ｐーちゃん）  

先輩にはかないません(T_T) 
小太郎はピンを絨毯なのかに入って体で抜きます。 
 
そんなに穴掘りが好きならと「穴掘りセット」を買ってきたのに不評でした(T_T) 
カーペットのほうが良いらしい・・・。  

Sat Mar 6 10:57:50 2004 [メール] [HP] [削除]  
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テストぉ～ （ぱぱれも） 

お迎えしたばかりのポポーです。 
状態は安定しています。  

 

Wed Mar 3 22:47:16 2004 [メール] [HP] [返信] [削除]  

あ！ （ぱぱれも）  

安定しているのは，ぽぽーの今日の容態です．ご飯も食べれるし，巣箱に飛び乗ることもできて
ます！  

Wed Mar 3 22:56:43 2004 [メール] [HP] [削除]  
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良かった （ohiro） 

落ち着いてくれたみたいで良かったね！ 
お薬飲ませるの大変そうだけど 
穏やかに過ごせますように。  

Wed Mar 3 22:57:58 2004 [メール] [HP] [削除]  

ありがとうございます （ぱぱれも）  

ohiroさんありがとう！ 
 
ここ，無料なのでちょっと重いんです（＾＾；） 
すいませ～ん  

Wed Mar 3 23:03:24 2004 [メール] [HP] [削除]  
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