


クリオネーーーーーーーー

2009.03.12 Thu
しょこたんがついにバッカルコーン撮影したああああああ！！！！

しかも携帯ｻｲﾄには動画ｗｗｗ

スタッフも本気すぐるｗｗｗｗｗ

俺は今、モーレツに、感動してる！！！！！！！

そして・・・・・・

クリオネ買ったーーーーーーーーーーーー！！！！！！！

問い合わせ中だった「らぷらぷ」が通常販売開始！！

ついについに！！！！

うちにクリオネがｸﾙ━━（ﾟ∀ﾟ）━━!!

けど申し込み確認メールが何故か文字化けしてるんだぜｗｗｗ

大丈夫かよらぷらぷｗｗｗｗｗ

１ヶ月以上飼えたら

これも買って本気で飼いたいとか思ったりしてｗｗｗｗｗ

水槽に９万ｗｗｗｗｗ

ばっかるこーーーーーーーーーーーーーーーーーん！！！！！

http://blog.excite.co.jp/shokotan/2870735/
http://blog.excite.co.jp/shokotan/2870748/
http://www.aqua-techno.net/


クリオネ飼育記【1日目 】

2009.03.14 Sat

わが家にクリオネキタ━━━(゜∀゜)━━━!!キタ━━━(゜∀゜)━━━!!キタ━━━(
゜∀゜)━━━!!キタ━━━(゜∀゜)━━━!!

かわええーーーーー！！

名前何にしよーーー！？？



クリオネメモ

2009.03.15 Sun

http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4547315759538

他のサイトだと１匹につき１リットルって書いてあるんだけど。

飼育セットだと結構小さい？？

この容器とかいいかなぁ？？

ただ、冷蔵庫に入らなくなるｗｗｗ

本末転倒ｗｗｗｗｗ

彼んちで飼うのはどうかなぁｗｗｗｗｗ

さっきのチャットで、

hatopop＠作業中(01:47:25) 
　クリオネ飼い始めましたｗｗｗ＞たなかす

田中そばかす(01:47:40) 　　※←管理人の名前ｗ
　ｗｗｗｗｗｗｗ

田中そばかす(01:47:50) 
　まじ！！！

hatopop＠作業中(01:48:03) 
　名前はこないだのネトミで落選したやつから選ぶわｗｗｗ

田中そばかす(01:48:10) 
　月曜会うからいっとくｗ　　※←しょこたんに

たなかすさん是非しょこたんに伝言おねがいしますーーーｗｗｗ

http://hatopop0808.img.jugem.jp/20110118_1576592.jpg
http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4547315759538


クリオネが普通に売ってる件

2009.03.15 Sun

ハwwwンwwwズwwwwww



クリオネ日記【2 日目】

2009.03.15 Sun

水槽を大きいものに移しました(^ω^)

入れ替えた直後はバタバタしてたけど

今は底で、くの字になってじっとしてます。

だ、大丈夫かな(・ω・；)

で、「いってきまーす」

って話しかけたら

こっちに向き直ってパタパタした━━━(゜∀゜)━━━!!
カワユスカワユスカワユス！！

（光に反応してるだけって

冷静なツッコミは受け付けませんw）

ほんとクリオネ飼育わからなすぎる(´；ω；`)
ってしょこと同じこと言ってるなwww

■容器について

前回載せたのはガラスが厚くて鑑賞に不向きだったので

同じく無印の、パスタとか入れるような？

http://hatopop0808.img.jugem.jp/20110118_1576595.jpg


ストレートのガラス容器にしました。

http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4945247231557
無駄に耐熱ガラスw
800mlくらいかな。
写真撮って気付きましたが

底のシールは剥がすべきでしたなw

■専用水について

らぷらぷウォーターがハンズに売ってると

以前しょこたんぶろぐにあったので

渋谷店行ってみたら品切れ。

そして渋谷店しか取り扱ってないと(・ω・；)
まさか買い占めたのかしょこ(・ω・；)(；・ω・)
ロフトにあるかもとのことで

聞いたら在庫３個！

もちろん買い占めたw
今回3袋分＋元の瓶の1/3くらいが今の水の容量です。

http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4945247231557


れいぞうこ

2009.03.16 Mon
クリオネで頭がいっぱいです(*´∇`*)

やっぱり長生きさせるなら

冷蔵庫の温度は一定がいいみたい。

しょこたんが買ったクリオネ専用冷蔵庫って、

これですかね？？

ほぼ間違いないと思うんだが。

１万円かーーーーーーーー

クリオネ専用水槽９万円よりはるかに安いし

汎用性もあるし。

・・・・・ねぇ？[壁]ω·)ﾁﾗ

http://blog.excite.co.jp/shokotan/2870565/


クリオネ日記【3 日目】

2009.03.16 Mon

おはよー！と冷蔵庫開けたら

また死んだふりwww
ゲリョスよりうまいので

毎回泣きそうになります(´；ω；`)

寝てたのかな？

はっと目が覚めたようにバタバタと上昇。

そしてまた底に頭をつけながら

くの字にゆっくりパタパタ。

これがうちの子の定位置定姿勢(・ω・；)

排泄物除去するつもりが見当たらず。

死にそうだと多くなるらしいので

順調に元気？ということ？

謎すぎる…はらはらする(´；ω；`)

けど、かあぃぃ。



クリオネ日記【3 日目-2】

2009.03.17 Tue

寝る前についクリオネたん見てしまうーーー

今日は爆睡みたいだ。

全然動かない。

翼を体の中にしまってる。

ほんとに生きてるかなぁと心配になるお(´；ω；`)

で、

冷蔵庫買ったよ━━━(゜∀゜)━━━!!

来週届くーーーwwwww



クリオネ日記【4 日目】

2009.03.17 Tue

おはよー⊂(^ω^)⊃パタパタ

名前決めました！

『クインティ』です⊂(^ω^)⊃

紅茶シリーズにしようと思いまして、

「クィーンローズティー」から取りました。

が、完全にゲーム名ですねwww

案をいろいろいただきまして、

『イチカワっ子』とか（誰案かすぐわかるなw）
『くりぼー』とか（まさかのマリオ２票）

『クリオゥ』とか（「あまおう」の発音で）

『俺の嫁』とか（だいたい合ってるw）
ありがとうございまみとし！

今朝は排泄物取って（取れた？）

ビタミン液を入れました。

元々の飼育セットで確か月１回１滴って書いてあったけど、

水３倍だから３滴？

１個体に対してで１滴？

…わからん。
ので間とって２滴入れました(・ω・；)



クインティ長生きしようね☆



クリオネ日記【5日目】

2009.03.19 Thu

おっと日をまたいでしまった！

クインティは今日も元気です。

朝のぞいたときは

めずらしくビンの真ん中へんを“たて向き”に泳いでいました。
やればできるこ！

けど写真撮ろうとすると、

スイーっと泳ぐのやめて沈んでしまいます。

シャイすなぁ( ;´·ω·`)人(´·ω·`; )

そしてまた深夜はぐっすりだった様子。

ちょっと揺らしちゃったので

少しパタパタ。

起こしてごめんよーーーー

ハンズに新しい水の取り置きもTELした。
そろそろ「クリオネ女また来たよ」とか言われそうですｗ

あと、３日目の夜？にビン底のシール剥がしましたのよ。

気づいてました？？

写真の見栄えがよくなった、たぶん。うん。



クリオネ日記【6 日目】

2009.03.19 Thu

相変わらずツンデレなクインティ⊂(^ω^)⊃

下に青い紙敷いて撮ってみた。

やっぱりキレイー(・∀・。)
クリオネが住んでる海って青いのかな？かな？

そして、あれが届きましたよ。

夜に開けられるかな。

ふふふ…ふふふふふ……



ハンズの本気

2009.03.19 Thu
ハンズに水取りに行ったら

クリオネコーナーが移動してて、

階段の正面！

１番目立つ！

１番売れるいいとこ！

どうやら本気のようです（笑）

店頭で買うと、

クリオネたんが選べるんすなぁ。

結構でかい子も！

うちのクインティは細いし体長1センチもないから
小さい方なのかも。

けど１番かぁぃぃよ！→親馬鹿

しょこコンにサイリウムもそろそろ買わなきゃね



マサオ

2009.03.20 Fri

キタ━━━(゜∀゜)━━━!!キタ━━━(゜∀゜)━━━!!キタ━━━(゜∀゜)━━━!!キタ━━━(
゜∀゜)━━━!!キタ━━━(゜∀゜)━━━!!



クリオネ日記【7日目】

2009.03.20 Fri

ちょｗｗｗおちつけｗｗｗｗｗ

さっきまでおとなしくしてたのに

外に出したら狂ったように急に激しく泳ぎだしたｗｗｗｗｗ

水面までバタバタとｗｗｗｗｗ

こんなの初めてｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

まだマサオは１３度だから入れないぞって言ったら

パッタリ翼しまって底に沈んだｗｗｗ沈没ｗｗｗ

ちょｗｗｗごめんてｗｗｗｗｗ

新しい冷蔵庫が来たのが分かったんかなぁ？なんて(´▽｀*)

今日の１１０撮影会が雨天中止になってしまったので（今晴れてるけど···）

代わりにクインティの躍動感あふれる写真が撮れました、かな？（;´Д｀）

クインティがうちにきて１週間ですヽ(´ー｀)ノ
早いすなぁ。

仲良くしようねー。



クリオネ日記【8日目】

2009.03.21 Sat

排泄物掃除して、

冷却するために冷凍庫入れて

１５分くらい？やってしまったので

海水凍った！！！！！！！！

ギャーーーーーーーーーーーーーーーー！！！！！！！

泣きそうになりながら様子をみたら

元気に氷に突撃するクインティ。

やめてーー｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

流氷の天使というだけあって、

一応海水の７〜８割が凍っても

水温の下限はないそうで大丈夫らしいのですが。

氷で怪我しないかとか、

海水の塩分とかどうなるのか？？

そういえばクリオネを冷凍するなんてのもどっかで見たけど。

ごめんねごめんね。

冷凍庫はちょっとにするね。

そしてマサオデビューしました。

１分くらいｗｗｗ

マサオ全然冷えないんだぜ、しょうこ＾＾；



水族館メモ

2009.03.22 Sun
・サンシャイン国際水族館にて

「Deep Sea〜深海の不思議な生きものたち〜」開催中
http://www.sunshinecity.co.jp/sunshine/aquarium/event/e0370.html

ダイオウグソクムシｗｗｗヤバスｗｗｗｗｗ

しょこたん好きそうだなー

行きたいなーー

あれ？クリオネはいるんだっけ？？？

・しながわ水族館でもクリオネ展示中

http://www.aquarium.gr.jp/topics/index.html#crione

新しいデジカメほしーー

ホルガとシスターホルガもがんがんとらなきゃね！

http://www.sunshinecity.co.jp/sunshine/aquarium/event/e0370.html
http://www.aquarium.gr.jp/topics/index.html#crione


クリオネ日記【9 日目】

2009.03.22 Sun

えびぞりっ！！

マサオはまだ実験中。

朝晩とか今日みたいに寒い日は大丈夫そう。

こないだみたいに暖かいと厳しい。

位置も窓際だからなあ。

中に保冷剤を入れとくと

一応3度まで下がって安定。
断熱材を横に置くと違うらしいが

それって何？(・ω・；)
火曜あたりにマサオまたチャレンジかな。

ってかもうしょこコン始まる！



クリオネ日記【10 日目】

2009.03.23 Mon

ニッポン！ニッポン！

クインティと一緒に応援しました。

5分くらいwまたえびぞりw

祝10日目☆
明日海水交換とマサオいってみるかー！



クリオネ日記【11日目】

2009.03.25 Wed

初夜です。

クインティとｗ

初めてマサオ（冷蔵庫）に入れて

今夜一緒に過ごします。

同じ部屋、枕元に置きました。

今日は寒いし、保冷材も入れたので、マサオは快調です。

ただし部屋の温度に左右されるので

部屋の暖房を入れられないのがちょっと辛いです。

寒い・・・((( ；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 

明日からいよいよしょこツアーです！

むしろ今日！！

なんも用意してねーーーーーーーーーーーーー

クインティも冷蔵庫からバッカルコーン応援してね！

---
WBC優勝おめ！！！
イチローかっこよかったすなぁ。

ほぼイキかけたワロス。

川崎と岩隈が私と同い年って知ってちょっとショックｗ



クリオネ日記【12日目】

2009.03.26 Thu

クリオネたんとの同棲は、

寒さとの闘いですｗ

ｦﾚ「クインティ…セトリがさぁ…めきめき……」

ク「…で、海水交換はどうした？」

ｦﾚ「すみませんすみませんこれからさせていただきます」

ク「もう寝るから」

ｦﾚ「すみませんすみませんいつも帰り遅くてすみませんむしろ帰ってなくてすみません」

ク「ｚｚｚ」

ｦﾚ「｡·ﾟ·(ﾉД`)·ﾟ·｡」



クリオネ日記【13 日目】

2009.03.26 Thu

海水交換しました⊂(^ω^)⊃

新しい方を普通の冷蔵庫からマサオに移し忘れてて、

水温違ったかも(・ω・；)
クインティごめんなさいごめんなさいごめんなさい。

しかもまたドバッとやっちまって

クインティが水流に流されまくった(゜▽゜;)
ひぇぇぇぇ！

一応また落ち着いて底にいるから

大丈夫、かな？(・ω・；)(；・ω・)

そういや昨日ライブの掛け合いで、

「男の子ー！」「うぉー！」

「女の子ー！」「きゃー！」

「クリオネー！」「……うぉー！？」
ってのがあったw
跳びはねてしまたw

あと、たなかすさんに誕生日おめでとう言ったら

ハンコ無駄に（笑）２個押してくれて、

「うちのクリオネも応援してます」って言ったら

「全然動かないでしょ」



「そうなんですよー！」

とクリオネトークちょっとできたw
ウレシス！



クリオネ日記【14 日目】

2009.03.27 Fri

クインティが来て２週間。

早いすなぁ。早いすよぉ。

ここ数日は寒いのでマサオにいます。

今日も相変わらず底でえびぞりっ。

さっき「ファインディング　ニモ」初めてちゃんと観ました。

クインティも海に帰りたいかなぁ。

…ってクリオネスタイル管理人さんの追体験の日々ですね。

あ、昨日アキバのクリオネスポット（笑）行った。

癒されたー。

アキバ行くなら是非ー！



クリオネ日記【15日目】

2009.03.28 Sat

この携帯ってそういえばライトあったんだ！！

だからしょうこも重宝してるって言ってた！忘れてた！

ピントは甘いままだけど

全然違う！よね！？

今日はまた排泄物除去した。

しょうこはやっと海水交換したか、よしよし。

ライトのせいか、水温のせいか、

クインティはめずらしく水面近くを泳いでいます。

千葉ッカルコーーーーン！（参加してないけど）



クリオネ日記【16日目】

2009.03.30 Mon

まだ起きてたクインティ。

やっぱりシャイなのか、

カメラ向けた途端にイモムシ体勢になるｗ

排泄物細かいのがちょいちょいあって

除去時間かかりそうだから明日の朝じっくりやってやろう。

おやしょこー。



クリオネ日記【17日目】

2009.03.31 Tue

今日は晴れてたので、

朝晩はマサオ、日中は普通の冷蔵庫。

暖房つけたいけど、

クインティと一緒に寝たいんだZE！

なんか今日は翼が大きい気がするなぁ。

パタパタ⊂（＾ω＾）⊃

携帯新しいのGETしたよーーー
明日届くよーーーwktk!!



クリオネ日記【18日目】

2009.04.01 Wed

食べないでーーーーーー｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

http://ebisu.goroh.net/?eid=506871

また２４時過ぎちゃった。

明日映画観にいこうかなー。

http://ebisu.goroh.net/?eid=506871


クリオネ日記【１９日目】

2009.04.02 Thu

新携帯で初更新！

写りどうっすかねｗ

今日は冷蔵庫開ける度に

クインティが死んだふりで。゜(゜´Д｀゜)゜。

いやぁそれにしても

電話帳移すだけでも大変だた。

しょこたんのきせかえツールはどこからＤＬだっけ？

文字はＰＣと一緒で打ちやすいけど

いつもブラインドタッチだから

逆にボタン見ながらで変な感じ！

初受信メールがしょこぶろでウレシス



クリオネ日記【20日目】

2009.04.03 Fri

ライトビカーーーーーーン！！！！！

起こしちゃったーーーーーーー

夜は暗くしろって言われてるのにーーーー

激しく泳いどるーーーーーーーー

ごめんーーーーーーーーーーーーー

しかも新しい携帯むずかしくって

シャッターチャンス逃しまくってるんだぜ

ごめんねクインティ。

０のつく日は海水交換♪

と言いつつ、またマサオに水入れるの忘れてたorz
あ、明日の朝ーーー（;´Д｀）ｺﾞﾒﾝﾅｻｲ

あ、前回カメラレンズに保護フィルム貼りっぱなしでしたｗ

で、はがして、

新しく専用の保護シール貼りました。

これで傷も安心らいらい。

充電用卓上ホルダも買ってきたし。

さらに携帯ケースも欲しくなってきたあ。



クリオネ日記【21 日目】

2009.04.03 Fri

クインティが来て３週間♪

朝起きたらテーブルに新聞が置いてあって

天気欄にマルがついてて、

「今日あつい　冷へ」

ってでっかく書いてあったwww
パパwwwありがとwwwww

今朝海水交換しました。

今回は割と静かにできた！たぶん！

水のストック無くなったから

またハンズに行かなくちゃ。

『クリオネの水の人』です(;^ω^)



クリオネ日記【22 日目】

2009.04.05 Sun

春すなぁ。

暖かいのでまだ普通の冷蔵庫にいます。

マサオ涙目ｗ

今すごい頭痛くって。

こういうときにクリオネたんはいいですね。

散歩とかいらないし。

ご飯いらないしｗ

観て癒された。

こないだハンズのクリオネコーナー行ったら

お腹が黒い子が何匹かいた。

あれはバッカルコーン済なのかな？かな？

バッカルコーーーーーーーン！！！

〓hatopop〓



クリオネ日記【23 日目】

2009.04.05 Sun

今日はやたらグルグルしてるクインティ。

犬が自分の尻尾追い回してるみたいな。

バッカルコーンしたいのか？

今日は排泄物除去した。

元気元気。

〓hatopop〓



クリオネ日記【24日目】

2009.04.06 Mon

ズンドコベロンチョ。

世にも奇妙ﾃﾗﾅﾂｶｼｽ。

昨日掃除したのにまだ細かいのが浮いてる…。
あたたかくなって、マサオに入れるか悩んでいます。

あ、そうそう。

しょこたんが勘違いしてるかもですが、

クリオネは「動いてる＝元気」というわけではないみたいです。

たぶんね。謎。

〓hatopop〓



クリオネ日記【25 日目】

2009.04.07 Tue

排泄物除去ー。

少ないってことは、

ストレス少ないってことかな？かな？

相変わらず底でえびぞりっ。

海老科じゃないお、まさかの貝だお！

〓hatopop〓



クリオネ日記【26 日目】

2009.04.09 Thu

ちょっと仮眠のつもりが

もう５時なんだぜwww

クインティもう起きてたー。

また水面近くまでパタパタ。

興奮して撮りまくったけど

全然ピントが(;^ω^)

しょうこがクリオネグッズ４０個ってwwwらいwww
クインティも喜んでいるのかおwww
私もクリオネストラップ付けたーwww

札幌はサジさんがバックステージ行って

かぴさんは科学くん&空港で奇跡で。
よかったすなー裏山鹿！！

※チャット仲間の方々へ。

　ログ読みました。

　ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄの件、心配してくださってありがとうございます。

　握手会の時だったので、届いてはいると思います＾＾

　ただあの時１日でダンボール２０箱くらいだったと思うので、

　それまで通常届いているものや、

　イベントの度にあんな感じなので、

　やっぱり全部開けて１つ１つチェックまでは

　終わってないのかもなぁ・・・という想像なのでした。



　失礼いたしました。

〓hatopop〓



クリオネ日記【27 日目】

2009.04.09 Thu

今日のクインティは冷蔵庫開けた時点で水面にいたりして

あまりにめずらしくて最初見つけられなかったｗ

しょこたんのキュリオに興奮か？？

しょこたんはクリオネ専用水槽買ったそうですｗ

やっぱりｗｗｗマサオ涙目ｗｗｗｗｗ

http://blog.excite.co.jp/shokotan/2871656/
（むしろ隣のクリオネの写真がステキｗ）

社長がオマケしたのか通常３匹が＋４匹されて、

しょこたん家には今クリオネが６匹ｗｗｗ

キュリオに６匹って密度高くないのかな(；・∀・)
まぁ今までの小さい瓶より断然いいし、

ゆるい水流もあるし、長生きしてほしいね♪

名前何になるのかなぁ？ｗｋｔｋ

〓hatopop〓

http://blog.excite.co.jp/shokotan/2871656/


【初動画】クリオネ日記【28 日目】

2009.04.10 Fri

クインティが来て祝４週間！！！！

一ヶ月ももたないこともあるそうなので嬉しいです！

今日もまた上の方を泳いでます。

体力使うからじっとしててくれ(;^ω^)

しょこたん専用水槽いいなぁ。

そしてバッカル子が心配です。。。

↓クインティ動画撮ってみた！！！

PCからなら観れますかね？ヽ(´ー｀)ノ
かぁぃぃ。

Powered by FlipClip
クリオネ０９０４１０by hatopop

〓hatopop〓

http://www.flipclip.net/clips/4a3e684dde56859a0cfda3e5049ac6ea/popup
http://www.flipclip.net/
http://www.flipclip.net/clips/4a3e684dde56859a0cfda3e5049ac6ea
file:///users/hatopop
http://www.flipclip.net/videos/hatopop/4a3e684dde56859a0cfda3e5049ac6ea.mov


クリオネ日記【31 日目】

2009.04.13 Mon

ｸﾘｵﾈ日記皆勤が途切れましたがorz

クインティが来て３０日突破！！！

大きくなったような気もするのですが、

バッカルコーンしてないし気のせいかしら(；・∀・)

今日は海水交換をしました。

ここんとこ水面近くを泳ぐことが多いので

水捨てるときに、間違ってクインティまで流しそうでハラハラ。

すごくいやなこととかあって

すごく疲れてしまって

なにもかもいやになってしまったりするけど、

しょこたんコンサートもまだあるし、

クインティもいるから、

もうちょっとがんばって生きようかなぁって思う。

〓hatopop〓



クリオネ日記【32日目】

2009.04.14 Tue

祝１ヶ月ﾜｰｲヽ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)ノﾜｰｲ

ホワイトデーに我が家に来たので、

今日で１ヶ月ちょうどになります。

注文時のログにて、

>１ヶ月以上飼えたら
>これも買って本気で飼いたいとか思ったりしてｗｗｗｗｗ
>水槽に９万ｗｗｗｗｗ

ってのは、

先日しょこたんが買ったクリオネ専用水槽９万円のことｗｗｗ

http://www.aqua-techno.net/

いや・・・どうしようかねｗｗｗｗｗ

最近泳いでばかりのクインティ。

タイミングの問題もあるだろうけど、

日記ログによると、4/9からずっと泳いでます。
ちょっと心配・・・疲れるだろｊｋ・・・。

ビタミンも１滴あげました。突撃してきたｗ

長生きしてね！！！

http://blog.hatopop.chu.jp/?eid=813075
http://www.aqua-techno.net/
http://www.aqua-techno.net/


〓hatopop〓



クリオネ日記【33日目】

2009.04.16 Thu

今日も水面近くを泳ぐクインティ。

なんか不思議な写真撮れたヽ(´ー｀)ノ

しょこたんちのバッカル子はその後元気だろうか・・・？

〓hatopop〓



クリオネ日記【34 日目】

2009.04.17 Fri

今日も泳いでいます。

疲れない？？

排泄物除去のつもりが見当たらず。

なんでだ？？

やっぱりクリオネ謎すぐる。。。

マサオに入れたいんだけど

もう春だからだめかなあ。ううう。

〓hatopop〓



クリオネ日記【35 ？日目】

2009.04.18 Sat

0時くらいにみた時は久々に底にいたけど
また今泳いでる(;^ω^)
やっぱり昼夜逆転してるのかな(;^ω^)

しょこたんのクリオネは

事故によりあみちゃんがお亡くなりになったそうです。

カナシス。

電源固定しないといかんね。。。

〓hatopop〓



クリオネ日記【３６日目】

2009.04.18 Sat

バックに青いの置いてみたけど

うまく撮れないなぁぁ。

水揺らしまくってしまったごめんお。

排泄物除去したけどほとんどなかった。

なぜ？？？

相変わらずずっと泳いでいます。

〓hatopop〓



クリオネ日記【39 日目】

2009.04.22 Wed

３９日目！

もう朝だから４０日目！

すげぇ！！

ここ数日見てあげれなくて心配だったけど

元気にこんな時間まで泳いでおりますた。

しょこたんちのレイちゃんは、

もうバッカルコーンが出ちゃってて(´・ω・)カワイソス。。。
悲しいお。

〓hatopop〓



クリオネ日記【46 日目】

2009.04.28 Tue

また日記さぼってしまた。

けど毎日ちゃんとクインティ見てますお＾＾

大きな羽で今日もパタパタ。

海水交換も４１日目でやりました。

今日ハンズ行ったらもう渋谷ハンズもロフトもクリオネ終了だってorz
これからはお水も取り寄せになるみたい。

計画的に買いだめしなくては！

〓hatopop〓



クリオネ日記【47 日目】

2009.04.30 Thu

しょうこんちのバッカル子、

そして美奈子ちゃんレイちゃんもだめだったみたいです。

。・゜・(ノД｀)・゜・。カナシス
としおは元気なのかさすが！

ハンズで水受けとってきました。

〓hatopop〓



クリオネ日記【５１日目】

2009.05.04 Mon

祝☆５１日ヽ(゜∀゜)ノ

って５０のつもりがカウント間違えてたんだぜwww
むしろ２４時すぎて５２なんだぜwww

カワユスナァ。

最近ほとんど泳いでます。

しょこたんちの新入りwww
きめぇwwwきめぇwwwww
洋モノってwwwww

〓hatopop〓



クリオネ日記【60 日目】

2009.05.13 Wed

祝☆６０日突破ヽ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)メ(ﾟ∀ﾟ)ノ

今朝、久しぶりに翼をたたんで、

全く動かなかったので心配してたのですが、

さっき帰ってきて「ただいまー」って言ったら

パタパタ動き始めた━━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━━ !!!!! 
カワユスカワユスカワユスカワユス!!!!!!

〓hatopop〓



クリオネ日記【67日目】

2009.05.19 Tue

明けて5/19で67日目ｃ⌒っ*ﾟ∀ﾟ)っφ　ﾒﾓﾒﾓ...

ふと、

「あれ？６０日目のとき水換えたっけ…！？」
と不安になる。

まじで換えてないかもorz

冷蔵庫を開けると

クインティが底でじっとしとるーーーー！！

縮んでるし翼しまってるーーーー｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡

焦ってお水交換。

ちょっと勢いよく入れちゃったら、

パタ・・・パタパタ・・・・・・

泳いだーーーーーーーーーーー

｡·ﾟ·(ﾉД`)·ﾟ·｡ うえええん

起こしちゃったのかもしれないｗｗｗごめんｗｗｗｗｗ

お詫びに３０の倍数だからビタミン液も入れてあげた。

本当にちゃんとお世話しないとね。

そしてちゃんと記録しておかないとね。

ごめんねごめんね。



水のストックなくなったので

またハンズに取り寄せしなきゃー＾＾；



クリオネFILIXがオススメ

2009.05.31 Sun
■うちのクリオネたんも元気です。

■洋ﾓﾉ画像。

　クリオネ通販してくれる「らぷらぷ」で、

　しょこたんも飼ってる『洋モノ』クリオネの画像があります。

　実寸大らしいんですが、　　※グロ注意

　http://www.love-marimo.com/lapulapu/kurione-gyara.htm
　きめええええええええええええええええええwwwwwwwwww

■クリオネの気持ち

　http://www.comptiq.com/top_news/03_05/16_a.html

■クリオネグッズ

　・写真集「深海」

　クリオネ１Pだけだけど素敵。

　・ｍｍｔｓのクリオネネックレス

　デブすぎてﾜﾛｽ。

　・「お風呂の電気消して！クリオネ」

　　すごい欲しい！けどどこも販売終了orz

　・「クリオネFILIX」
　って何www何なのwwwww
　つかさクリオネが欲しくて検索してたのにwwwwww
　きめぇwwwきめぇwwwww
　在庫あと２点wwwどうしようwwwww

http://www.love-marimo.com/lapulapu/kurione-gyara.htm
http://www.comptiq.com/top_news/03_05/16_a.html
http://www.amazon.co.jp/%E6%B7%B1%E6%B5%B7-%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%83%8C%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%B3/dp/4883808505/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1243704619&sr=1-1
https://www.mmts-shop.jp/#/item/H1891PNK662
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%AB-%E3%81%8A%E3%81%B5%E3%82%8D%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%B6%88%E3%81%97%E3%81%A6-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%8D/dp/B0002YNAEC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=toys&qid=1243704435&sr=8-2
http://www.amazon.co.jp/StrapyaNext-%E3%81%94%E5%BD%93%E5%9C%B0FILIX%E2%98%85%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E6%A0%B9%E4%BB%98%EF%BC%88%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%8D%EF%BC%89/dp/B0026LUKHE/ref=sr_1_16?ie=UTF8&s=electronics&qid=1243704494&sr=8-16




クリオネ日記【８３日目】

2009.06.04 Thu

８３日目！！

って、

６月１日のHP９周年のときに
８０日だったんだ！すごい！！

気づいてなかったけど！！(_ _(--;(_ _(--; ﾍﾟｺﾍﾟｺ 

〓hatopop〓



クリオネ日記【90日目】

2009.06.11 Thu

祝☆９０日目！！！！！

写真ボケボケなのは気にしないでｗｗｗ

今日もクインティは元気ですーー

ずっと水面をパタパタしております。

カワユシカワユシ。

明日水換えて点滴（ビタミン投与）してあげよぉ＾＾

〓hatopop〓



クリオネ日記【96 日目】

2009.06.17 Wed

祝☆３ヶ月越え！

もうすぐ１００日！

けど今日は全然元気なくて。。。

飼い主に似るのだろうか(;^ω^)
翼たたんで体も縮んだまま。。。

ちょっと早いけど

排泄物除去して海水交換、

さらにビタミンあげた。

ビタミンがなんか赤いの分離？してたんだけど(;^ω^)
らぷらぷーーー！！！

交換終わって話し掛けたら、

ゆっくり翼を出して、

パタ…パタ…って(´;ω;｀)ブワッ

排泄物も少なかったし

単に寝てたんかなー。

ってかクリオネって寝るの？

謎ーーーー

〓hatopop〓



クリオネ日記【１００日目】

2009.06.21 Sun

１００日目キタ━━━━(゜∀゜)━━━━!!

なのにクインティったら

また翼たたんで死んだふりwwwやめお(´；ω；｀)

そろそろ水の注文しなくちゃな。

先日ＬＥＶＩＮ様のブログも１０００回目更新だったのよねん。

めでたすなあ。

〓hatopop〓



クリオネ日記【104 日目】

2009.06.25 Thu

危篤です(´;ω;｀)ブワッ

こないだの１００日目あたりから

全く翼を出してませんでしたが、

今日見たら、

触覚も翼もないというか、ガタガタで、

かなり体が縮んでいます(´;ω;｀)ブワッ

変なビタミンがよくなかったのか、

排泄物除去が甘かったのか、

寿命なのか。。。

神様仏様しょこたん様！

クインティを助けてください！！！！！！

今日は雑誌いっぱい買ったり映画見たりしたけど

書けるテンションじゃありませんお凹

〓hatopop〓



クリオネ日記【105 日目】

2009.06.25 Thu

全く動きません。

冷蔵庫を覗く度に泣きそうになります。

まだちょっとだけ翼らしきもの出てるのに。

触覚も半透明だけどあるのに。

バッカルコーンは赤いし、

内蔵は鮮やかなオレンジ色なのに。

どうして動かないの？？？(´;ω;｀)

生きてるのか死んでるのかわかりません。

わからないまま僕らもただ毎日を数えています。

〓hatopop〓



【さよなら】クリオネ日記【クインティ】

2009.07.02 Thu

先ほど、クインティを埋葬してきました。

雨の中、

マンションの下の、

小さな梅の木の下に。

クインティが初めてうちに来たとき、

３月１４日も、この梅が咲いていました。

ありがとう。

クインティは私の生き甲斐の１つでした。

クインティがいるから早く帰るし、

クインティがいるから安らぎを得たし、

クインティがいるから死ねないし。

最期まで綺麗な内蔵とバッカルコーンを残したまま。

体が溶けていきました。

冷蔵庫の中には交換用の海水がまだ入ったままです。

次の子は、夏を過ぎたら、おむかえするかもですが。

今はただただ、悲しいです。

初めてのクリオネ飼育は本当に謎だらけでした。

けれど楽しかったです。本当に。幸せでした。



お祈りしてくださったみなさんありがとうございました。

クインティも皆さんに愛されて幸せだったと思います。

ありがとうございました。

Powered by FlipClip
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奥付

クリオネと暮らした１００日とちょっと

http://p.booklog.jp/book/34265

”クインティ”と暮らした１００日とちょっとは
わからないことだらけで

だけど

とってもハッピーな毎日
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