
 

 【ケミカルＰＥ】 ガチに効く！ 

医学的治験の結果判明した、ぺニスが増大する 
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                    巨根 画像 掲示板 管理人 

                    【ケミカルＰＥサイト】 http://chempe.x.fc2.com                          【管理人ブログ】    http://cbl03489.blog.fc2.com                           【お問い合わせ】    E_mail: cbl03489@gmail.com  



 ・ 著作権について  『医学的治験の結果判明した、ぺニスが増大する医薬品のご紹介 ver1.0』   （以下、本レポートと表記する。） の著作権は管理人にあります。  当レポートは上記発行者の日本国の法律(著作権法)によって守られている著作物です。発行者の書面による許可無く、当レポートの一部をあらゆる媒体(文書、音声、映像など)に転載、流用、複製、転売することを禁止します。上記に反する行為をされた場合は、法的措置がとられますので、ご注意ください。   ・ 免責事項について  当レポートの内容は、発行者の独自の経験・ノウハウをまとめたものであり、  すべての人に同一 の効果・影響を保証するものではありません。  また、当レポートの内容に対していかなる行為をされ損害を受けることに  なりましても 発行者・配布者は一切の責任を負いません。  すべて読んだ方の自己責任の上 お取り扱いください。   また、本レポートは管理人が親しい知人にのみ配布しているプライベートな  レポートです。取扱いには十分ご注意下さい。  【ケミカルＰＥ】  医学的治験の結果判明した、ぺニスが増大する医薬品のご紹介  ver1.0 2015/05/25  【目次】   １） 医学的治験の結果判明した、ぺニスが増大する医薬品 ２） 使った感想 ３） 入手（購入）方法 ４） 最後に       ※Chemical Penis Enlargement を ケミカルＰＥと称しています。 ※海外では Chempe と訳される事もあります。 



１）１）１）１）    医学的治験の結果判明した、ぺニスが増大する医薬品  面白い治験結果を海外ペニス掲示板で発見したので ご紹介します。  もともとは、前立腺治療用に処方された医薬品がペニス増大に効果があったと 多数の患者から報告されています。 そのケミカルはＥＤ薬のシアリスシアリスシアリスシアリスです。 いくつか、スレッドをご紹介します。  ① Cialis affect on flaccid hang & erections ？  “シアリスの平常時と勃起時への効果は？”というタイトルです。 引用：http://tinyurl.com/lgwzg7a 以下、簡約です。 

-------------------------------------------------- 

I began taking generic Cialis every other day a few months ago. 

My flaccid is typically MUCH longer and fuller than before. 

I’ve always been a textbook “grower” at about 2 inches soft and 7 inches erect, 

although my flaccid size has always varied dramatically from day to day.  

My flaccid now hangs around 4-5 inches.  数ヶ月前に、一日おきにジェネリックのシアリスを飲み始めた。 通常時のペニスが以前より“大変”長く、太くなった 私は平常時 5cm、勃起時に 17.5cm の典型的な”Grower”(平常時と通常時の差が大きい)だが 毎日、毎日ペニスサイズは劇的に変化するが、今や平常時の長さは 10cm から 12.5cm に なった。 
------------------------------------------------------------ 

I take a daily low dose of tadalafil and  

it definitely has improved my flaccid hang, 

 毎日、低容量のタダラフィル（シアリスのこと）を服用しているが これは、間違いなく通常時のサイズを大きくしている 
--------------------------------------------- 

Yes, larger flaccid all the time, both length and girth. 

That part is a treat. イエス、常に平常のサイズが長くて太い 効果あり。 



さらに、 ------------------------- ② Comments for Does Cialis Increase Penis Size? シアリスでぺニスは大きくなるか？ 
Average Rating ★★★★★ (最高点） ------------------------- 引用：http://www.healthy-relationship-dating.com/does-cialis-increase-penis-size.html 平均 評価点 ５ （最高点） たくさんのコメントがありますので 一部をご紹介します。 ------------------- 
Cialis daily  

by: Nick  

I have taken Cialis daily (5 mg)for over two years, 

It seems to have caused permanent increase in my penis 

size of at least 3/4 of an inch in girth and length ------------------------ 毎日シアリス（摂取）。 
By Nick ２年間に渡って 5mg のシアリスを摂取したが 少なくとも、自分のペニスは太さも長さも 永続して 1.5cm 増えている。 ------------------------ 
My penis has gotten bigger  

by: Anonymous  

I'm 43 and started taking Cialis awhile ago. 

My penis was exactly 4" when hard. 

Now my penis is 5 1/2". I notice my penis will get hard ----------------------- ペニスが大きくなった！ 
By 匿名 ４３歳、しばらく前からシアリス摂取中。 勃起時に１０ｃｍしかなかったぺニスが１３ｃｍになって より硬くなった。 ----------------------- 等々。  



ＥＤ薬として有名なシアリスは、ペニスの平常時の増大効果が認められるようです。 もともとシアリスはアメリカでは前立腺の薬としても処方されており、低容量の シアリスを服用している多数の方々が、平常時のペニスサイズの増大を認めています。  つまり前立腺治療で、低容量シアリスを飲んでいたらペニスが大きくなった、という事ですね。 かなり信憑性の高い治験結果です。  管理人自身も、日課のようになってしまったので ほぼ毎日低容量シアリス（ジェネリック）を飲んでます。  週に５回前後、同居人相手にセックスするので それの対策でもあるのですが、増大ケミカルとしての 効果もあると認めざるを得ません。 管理人も実感してます。  これは、おそらく Dr.Lin のバルーン理論 "毛細血管は血を逃がさないように、拡大、新造を繰り返す” から来ているものと思います。 http://www.herballove.com/solutions/penile-ballooning-technique  飲み始めるとわかりますが、朝勃ちがハンパありません。 これが数時間続くのですから、海綿体白膜が広がる増大 トレーニングにもなっているのでしょう。  また、シアリスは効果が長いので、その間ペニス周りの血流が増えて 毛細血管が増加して増大へつながるものと考えられます。  平常時に大きくなっても仕方ない。と思われる方も いるかもしれませんが、自分の股間に巨大なものが ぶら下がっているのは快感でもあります（笑）。  シアリスは正式に認証されたケミカル（医薬薬）ですから 効果の不安定なサプリではありません。     医薬品ですので必ず副作用があるものと認識して扱ってくださいね。医薬品ですので必ず副作用があるものと認識して扱ってくださいね。医薬品ですので必ず副作用があるものと認識して扱ってくださいね。医薬品ですので必ず副作用があるものと認識して扱ってくださいね。     



 ２）２）２）２）    入手（購入方法）  管理人は以下から、ジェネリックシアリスを 購入しています。  【【【【iDrug iDrug iDrug iDrug メガリス】メガリス】メガリス】メガリス】     http://www.idrugstore.jp/product/48119 服用方法は、毎日（もしくは一日おきに）  ５ｍｇ 夜 服用します。  一錠が一錠が一錠が一錠が 20mg 20mg 20mg 20mg ですのでですのでですのでですので    1/41/41/41/4 に割ってに割ってに割ってに割って    5mg5mg5mg5mg ずつ摂取します。ずつ摂取します。ずつ摂取します。ずつ摂取します。     【コスト】  一ヶ月毎日服用しても２０００円以下です。  ３） 最後に  単なる勃起薬の集合体を、ありえない結果写真で、販売されている 詐欺増大サプリは、まったく効果がナイのはご存知のとおりですね。  反面、医薬品として開発され、その治験（前立腺）に使われて 多数の方にペニス増大が認められてます。 効果はガチです。  是非、ペニス増大に活用してください。  本レポートに関して、ご質問ありましたら ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 メールは cbl03489@gmail.com です。 
 

Good Luck ! 管理人。 


