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オカメイフェア
2018

開催イベント

ようこそ岡本銘木店 三田工場見学へ。
このコーナーでは、普段見ることの出
来ないお家の骨組部材ができるまでを
ご紹介します。最新加工機の【フンデ
ガーK2i】も見て頂きます！

とても良かった！という来場客様の
お声から今年も開催！
お子様大工さんになり、小さなお家
を建てる上棟体験を行います！
写真入りのカレンダープレゼント！

どなたでもお気軽にご参加いただける
交流会です。
ワークショップ参加者は、制作した
作品をお持ち帰りいただけます。

プレカット工場見学！

お子様上棟体験！

段ボールアートワークショップ

工務店様必見”融資相談セミナー”

1回 45分コース

「金融機関を納得させる事業計画には
作成ルールがあります。」

多くの事業再生に携わった講師の経験を受講者
に披露します。

講師：西川佳徳氏

3

セミナータイトル

①えっ！A４一枚の提案書で
金利を１％下げた工務店社長のここだけの話

セミナー内容：金利の引下げ方法

午前 10：30 ｜午後 14：00

②社長！
その借入方法では、お金が無くなりますよ！

セミナー内容：資金調達方法の見直し

午前 11：30 ｜午後 15：00
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木質
建材

フェア特典・即売品情報

株式会社ノダ

●レギュラーズ
リフォーム向けカタログ。建具から床材まで一冊に。特注納期も早くなりました。

●アートクチュール
インテリアにやすらぎと、深みのある個性をもたらします。

●国産材Ｊベースフロア
原木調達から製品までの一貫生産。こだわりの品質を提供。

17

Jネクシオ、防音フロアネクシオウォークフィットL45

永大産業株式会社

【銘樹ロイヤルセレクション】厳選した銘木を2mm厚の挽き板として
贅沢に使用し、深みのあるＲ溝形状を採用した「銘樹ロイヤルセレ
クション」で銘木の重厚感をご堪能下さい。
【リアルゴレインアトム パーケットデザイン】寄木細工のデザイ
ンを身近に取り入れた、新しいインテリア提案が出来るフローリン
グです。

タフトップビーチ・オークDX 2Pタイプ

18
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【漣】
空気や音や光を遮断するのではなく、「気配」を感じることのできる新しい概念の扉。
框に縦溝を入れ縦方向の組子との一体感を演出。国産杉材。

【新きざみ】
モダンな縦のスリットラインが洗練された空間を演出。国産杉材。

【華音】
165ミリ巾のトメ組四方框が堅牢さを演出。気品を持ち合わせた建具。国産桧材。

株式会社イマガワ19

株式会社タハラ

今回展示させて頂くサーフ
化粧ヒナ段の桁部分が波をイメージしたウェーブの加工にし、段板をサーフ
ボードの形にしています。

またお施主様の要望に合わせて段板は通常の形状でも納める事が出来ます。
タハラでは、「面白い」をテーマにいろいろな階段を提案させて頂きますの
で、ぜひブースにお立ち寄り下さい。

20

ミハマ通商株式会社

無垢材の質感を活かした複合フローリングをシリーズで展示予定です。

15mmと12mmの２シリーズを展開。

15mmは質感にこだわったオイル仕上げ。
12mmは無垢の質感だけでなく、リーズナブルな価格設定になっております。
無垢材の良さ＋複合フローリングの安定性を兼ね備えたミルフィウッドをぜ
ひご覧ください。

21

無垢フローリングの特価品 各種
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ＹＫＫＡＰ株式会社

【樹脂窓APW330】
住宅の中で窓は熱の出入りが最も多い場所であり、その窓に断熱性の
高い樹脂窓を使うことにより、夏の冷房、冬場の暖房の効率を上げ、
結露がしにくいなど、快適な暮らしへのグレードアップができる「こ
れからの窓」です。

＜洋風すだれ『アウターシェード』＞
使わないときはロールアップでしまえて、外観もすっきり洋風のすだ
れです。日差しの強い西面の窓にオススメ！

【かんたん『マドリモ』、かんたん『ドアリモ』】
マドリモは窓のリモデル、ドアリモはドアのリモデル。現状の枠を残
したままカバー工法で新しい窓やドアを設置して、工期も短く、見た
目もすっきり。簡単にリフォームできる優れものです。

26

大建工業株式会社

①高意匠床材 『トリニティ』
強くて、きれい。無垢の床材以上の仕上がり感。なめらかな肌触り。

②『吸着フローリング』
大規模リフォームもあっという間に完成。解体工事不要で、のり・釘無しで
上から押さえるだけ。

期間中 特値で対応させていただきます

25

美を極めた床

株式会社ウッドワン

木を育てている会社がつくる木のキッチンです。
キッチンまわりから広がる遊び心、そして暮らし
の楽しみ。
自然と自然に暮らしたい。
そんなあなたに無垢の木のキッチン【スイー
ジー】

30

8

無垢キッチンスイージーNZクラス（商品定価１００万円以上）
ご成約に対し無垢の木の棚板+ブラケット（W900)プレゼント



水廻り

フェア特典・即売品情報

株式会社サイエンス

石鹸をつけなくてもタオルでゴシゴシこすらなくても、湯船につかっているだ
けでマイクロバブルがお肌の毛穴の老廃物を取り除き、健康的かつつややかな
美肌にしてくれます。わざわざエステに行かなくても、美肌やリラックス効果
の高い『ゆらぎ浴（全体水流）』から、気になる部分や疲れた体にも効果的な
身体の『スポットケア（部分水流）』まで愉しむことができます。休日の午後、
ゆっくりお風呂に入るのも、ちょっと贅沢な気分になれておすすめです。

6

パナソニック株式会社

ベリティスプラス
①最大Ｈ２７００までのグランハイドアで空間を演出。
②ベリティスと面材シートを合わせることで、トータルコｰﾃﾞｨが可能に。
クラフトレーベル
①北欧・ビンテージ空間の演出
②塗れるドアで自分好みをカスタマイズ
水廻り：ラクシーナ 新アイテム
①スゴピカ素材（シンク・カラン）でカンタンお手入れ

15

地域限定床材
9



ＴＯＴＯ株式会社

【ネオレスト】
ネオレストだけの３つの強みで黒ずみを抑えて、自動できれいに！
「きれい除菌水」「セフィオンテクト」「フチなし形状・トルネード洗浄」

【シンラ】
上質で心休まる穏やかな時をもたらす、NEW 「シンラ」 ２０１８年８月デ
ビュー！！

24

「ネオレスト」
「HV」YH51R 紙巻器・YT５１R タオルリング付き

クリナップ株式会社

３５年間ご愛好頂きました「クリンレディ」が今回新しい商品「ＳＴＥＤＩＡ」となり
この９月から発売されます。外部会場での展示が今回オカメイフェアが初展示になりま
す。積み重ねてきたクリナップらしさを残しつつ、暮らしの中にか輝く商品「ＳＴＥＤ
ＩＡ」を是非ご確認をお願い致します。

洗面化粧台 ﾌｧﾝｼｵ・Ｓ 限定
フェア当日売上限定にて先着10ｾｯﾄ特価で対応致
します。

27

株式会社ＬＩＸＩＬ

【タンクレストイレ：サティス】
先日、TV『がっちりマンデー』でも紹介された、弊社独自のア
クアセラミック技術。便器の黒ずみ汚れやリング状の汚れ（さ
ぼったリング）も、簡単お掃除で、１００年クリーン。

サティスはお掃除リフトアップ標準採用。便器と便座の嫌な隙
間も、便座が真上に自動で上がって、お掃除ラクラク。

28

スパージュ南港の湯体験チケット＆南港ショールーム１階レストラン【エル・スエヒロ】お食事券
プレゼント（希望者のみ・プロユーザー様向け）

即売品：シャワートイレシートタイプ：CW-H41・CW-H42

10

TOTO 水まわり４点 オカメイオリジナルパック
■トイレ HV・紙巻器・タオルリング
■洗面 Vシリーズ ■SB サザナ
■SK ミッテ



株式会社
ＯＳＧコーポレーション

電解水素水生成器

健康の維持、生活習慣病の予防に
管理医療機器であり、誰でも簡単に毎日の水から健康に！

システムキッチンにはスタイリッシュなビルトインタイプが人気！

ご家庭、事務所で安心・安全・健康にお水が使える環境をご提供します。

ご購入特典①ご成約で水素入浴剤4000円相当贈呈
ご購入特典②ステンレスボトル贈呈

38

ヒューマンウォーターＨＵ-121：卓上型電解水素水生成器
アルカリッチNDX501LM：ビルトイン型電解水素水生成器

タカラスタンダード
株式会社

私たちは、いい水廻りりづくりの役に立ちたい、その思いを「タカラオリジナル」
としてカタチにしています。
お手入れしやすく、頑丈で長持ちし、いつまでも美しくご利用いただけます。10年、
20年先にも選んでよかったと実感いただけます。住まいの新築・リフォームの際に
はご相談ください！一戸建てでも、マンションでも、様々なニーズに柔軟に対応し
ます。

29

素敵なプレゼントをご用意しております！
内容はお楽しみです!

11



省エネ
創エネ

フェア特典・即売品情報

超細繊維グラスウール【アクリアα】
従来の高性能グラスウールの繊維をさらに細繊維化することにより、
密度20Kタイプで熱伝導率0.034を実現。
H26年度省エネ大賞を受賞。

旭ファイバーグラス
株式会社

24

アクリアネクストα(ｱﾙﾌｧ)

株式会社
アローズコーポレーション

昨年は太陽光・蓄電池・HEMSでのZEHへの取り組みについてご提案をさせて頂きま
した。
今年もメーカーを問わず建物の条件に合わせたご提案させて頂きます。
施主様にとって生涯の必要経費の削減と見直しについてのご提案をさせて頂くこと
により、新築やリフォームのご相談に来られたビルダー様・工務店様の強みを生か
した売上アップを目指した取り組みのご提案をさせて頂きます。

是非とも弊社ブースへお立ち寄り下さいませ。

36
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株式会社ノーリツ

９９．６％の除菌性能のＵＶ除菌ユニットを搭載。
入室すると自動でセンサーが検知し、所定時間後ＵＶ除菌ユニットでお湯を
キレイにします。
また残り湯もＵＶ除菌するので翌日の洗濯などにキレイな残り湯を使用できます。

41

ダイキンＨＶＡＣ
ソリューション近畿株式会社

ダイキンは、お客様のお部屋のスタイルや好みに合わせて選ぶことので
きるエアコンを新発売致しました！多様化するインテリアのニーズやこ
だわりに対応するため、木目やツヤ、織目等多彩な質感を表現した高級
感溢れる7種類のバリエーションを揃えました。

39

risora(ルームエアコンSXｼﾘｰｽﾞ)

即売品：RS31W20A30DG-VW 定価\161,000 大特価にて！！
特典：エコワン見積りキャンペーン(入浴剤プレゼント) 
ビルトインコンロ 各種を大特価にて

リンナイ株式会社

月々のガス代をお得にするのに最適なハイブリッド給湯器です。空気熱を活用した電気の
「ヒートポンプ」と、少ないガス量で効率よくお湯を沸かす「エコジョーズ」が最大の相
乗効果を発揮することで、日々のお湯の使用量に合わせて最適に運転を行います。

40

又、外出先からアプリでお湯張りや床暖房の操作ができる新型リモコンにも対応
しております。追加工事やオプションの必要は無く、無線方式で簡単に設置可能
です。

13

ＧＴーＣ６２プレミアシリーズ特別価格で
対応させて頂きます！



ＪＦＥロックファイバー
株式会社

快適さと機能性を追及した住宅用ロックウール断熱材

「アムマット プレミアム」

省エネ住宅ポイントはもちろん、各種省エネルギー基準にも対応しており
ます。

45

株式会社日本アクア

*水から生まれた、環境に優しい断熱材
アクアフォームは、水を使って現場で発砲させる断熱材。
水を含むポリオールとイソシアネートを混合することで発生することで発生
する炭酸ガスを発泡剤として使用する、人と地球にやさしい硬質ウレタン
フォーム素材です。

＊現場での発砲施工だから、細部の隙間も解消無数の細かい連続気泡で構成
された硬質ウレタンフォームは、グラスウール10Ｋの約40％ＵＰの断熱効果
を発揮。自己接着力も高く、細部への施工が可能です。
また、繊維系断熱材に比べ透湿性は低く躯体内の結露を抑制するため、建物
の耐久性を高めます。

*粗原料調達から施工まで一元管理された確かな品質
ISO低コストで高品質な製品を安定供給。品質パトロールカーによる施工確
認も実施し、品質をさらに向上させています。

47

アクアタイトＰＵ

フォーム断熱株式会社

マシュマロ断熱「フォームライトＳＬ」は、住宅の隅からすみ
まで、家全体をすっぽり覆ってしまう。現場吹付発砲の断熱工
事です。隙間のない確かな施工・季節・経年に強い劣化の少な
い安心素材です。グラスウール10ｋｇ品のおよそ1.5倍の断熱
性を実現しています。

42
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工法
金物

フェア特典・即売品情報

株式会社ウッドビルド

「ＷＢ－ＨＯＵＳＥ」～通気断熱ＷＢ工法の
家・・・
健康・省エネ・耐久性を兼ね備えた家

48

ＷＢ体感車で空気環境の違いを体感できます。

株式会社カナイ

木造住宅用構造金物の製造・販売を行っている
メーカーです。必要なモノを必要な時に必要なだ
け出荷する『邸別出荷』も早くから取り組んでお
り、お客様の合理化に貢献致します。また、ワイ
ヤー連結Ｎ釘やロール連結ボードビスなどの各種
釘・ねじの製造・販売も行っております。

即売：木造住宅用建築金物・釘・ビス
特典：オカメイフェア期間中はキャンペーン価格
にてご対応させていただきます。

3

城東テクノ株式会社

近年の建築形態や気象条件の変化に伴い、雨漏
り・結露による木造住宅の劣化リスクが高まって
います。漏水のリスクが高い配管・サッシ・バル
コニー三面交点部へは一体成形品「防水役物」で、
住宅の防水性能を高められます。
バルコニー部には加えて壁体内通気部材「笠木換
気材」を使用することで、住宅の劣化リスクを低
減することができます。

2

防水役物・窓枠化粧カバー

株式会社タナカ

住友理工㈱製 制震システム「ＴＲＣダンパー」の
ご案内。
・地震エネルギーを揺れに応じて吸収。そのエネル
ギーを熱に変えて放出する、特殊なゴムを内蔵して
います。「倒れない家」だけでなく「壊れない家」
にするためにご提案したい制震システムです。

5

土台座金「スクリュー座金ザボレス」（200入
り）、スチール束「ニュージャッキー」（25入
り）、建築用接着剤「セレクティーUR-21」（20
入り）、エコパッキンシリーズ（20入り他）の4
種の中から取りまとめ5ケースでご購入に対し特
別価格でご提供させていただきます。

アピールポイント
・震度6強で水平変位を最大
50％程度揺れを吸収。建物の損
傷被害の軽減が期待できます。
・当商品採用の特殊粘弾ゴムは
時間経過や湿度による性能の変
化が少ないため優れた効果を持
続。（60年相当の加速試験で性
能変化が10％以下を確認）
・新築時は大臣認定「壁倍率
1.3倍」を取得。
・リフォーム時は（財）日本建
築防災協会 技術評価を取得。
・1棟ごと無償にて設置効果を
シミュレーション。（必要資料
ご提供後約1週間でご返事）

15



電材

フェア特典・即売品情報

株式会社アルシステム

電気式床暖房『プリマヴェーラ』を製造・販売するメーカーです。現在まで
の納入実績は、７万世帯を超え、ご利用いただいているお客様からの満足度
が非常に高い商品です。
従来品の「プリマヴェーラ」、ＰＴＣ機能を搭載した「プリマヴェーラ・
ルーチェ」、直貼りが可能なボードタイプなど電気式の床暖房は全て当社に
お任せください！
床暖房は欲しいけど、コストが…電気代が…と思われている方は是非アルシ
ステムブースにお立ち寄りください。

1

プリマヴェーラ・ネオ

株式会社ツツミ

床暖房は‘‘頭寒足熱’’の理想的な床暖房です。
新たに温水式床暖房を加えた多彩な商品ラインナップにより安全でクリーン
な電気式床暖房システムをそれぞれの現場に合った形でご提案させて頂きま
す。

4
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セイホープロダクツ
株式会社

小屋裏換気システム
１．夏の熱気を排出してエアコンの冷房効果をアップします。
２．冬の小屋裏の結露をシャットアウトします。

床下換気システム
１．床下の湿気を取り除く事で住まいの寿命を延ばします。
２．ダニやカビの繁殖を防ぎ家族の健康に役立ちます。

押入換気扇
押入・クローゼットのカビ・ダニなどの発生を低減します。

小屋裏、床下換気システムともに昨根同様に
仕切価格の値引きを予定。

7

有限会社プロス
/株式会社コーワ

チップソー(丸のこ刃)やダイヤカッター等の切断工具、レーザー墨出器や電動
工具、一般建築金物・資材類など、オカメイフェア特価にて販売しています。
・コーワ 床用ウレタン接着剤 ＆ 床用シリコン接着剤
特価セール

・アルミ脚立・はしご・作業台など アルインコ協賛セール (販促チラシ有り)

11

チップソーセール品、アルミ脚立など展示現
品特価にて販売

福西電機株式会社

省エネ商材を中心に様々なメーカーが扱える総合エレクトロニクス商社の
強みを活かし、お客様のお希望に合ったご提案を致します。
LED照明各種、高機能給湯器、高機能エアコン他時代のニーズに合った
商品をご提案させて頂きます。
またパナソニックのスピーカー付ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄなど高付加価値商品をご提案させ
て頂きます。

9

17

コイズミ製照明器具（予定）



木材
素材

フェア特典・即売品情報

株式会社
イケダコーポレーション

スイス漆喰は中世からの高品質な漆喰の製法を忠実に守った漆喰であり、天然100%漆喰
であるスイス漆喰は、スイスアルプスの高純度の石灰石だけを原材料にして、伝統製法
で作られるカルシウム純度91%の高品質な漆喰です。漆喰の製造だけでなくバウビオロ
ギーというがいねんうを世界に提唱し、安全で健康的な暮らしを啓蒙し続けて来ました。

12

アールジェイ株式会社

天然成分を厳選したエコロジカルな木材保護塗料です。木
の呼吸を妨げず、木の温かみが素肌にそのまま伝わります。
日本古来の天然顔料「ベンガラ」から作り出す美しい日本
の色。優れた耐久性を持つ浸透型塗料なので、熱や紫外線
による塗装面の劣化が少なく、木材の美しさを長期にわ
たって保ちます。

13

いろは 3.5L 1缶以上お買い上げにて、アールジェイ特製「コテバケセット」を1セットサービス

18



株式会社オンザウォール

天然内装塗り壁「オンザウォールシリーズ」をメインに、内外装の意匠性に富んだ塗
り壁材を提供しております。
”時代を創る”はズバリ ”モルタル”です。無機質で重厚感のある表情はそのまま
に、どんな素材もモルタル化ができ、軽量・防水というモルタルが本来持たない性能
を持つ「コンティニューオ」が今 大注目の塗り壁材です。

16

コンティニューオお試し３㎡セット

院庄林業株式会社

乾太郎：全て機械により検査をしE90以上の安定強度となんといっても含
水率15％以下により形状変化のしにくい無垢材。そして1本1本すべてに
ロットナンバーを印字しておりトレーサビリティーも可能です。

23

株式会社岡本銘木店
鳥飼支店

㈱岡本銘木店の原点。
和の空間には銘木の温かさと心の落ち着き。
語らいの空間には無垢のテーブル。
木に親しみを持てば心の落ち着きを感じます。

32

無垢テーブル
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吉野石膏株式会社

タイガーボードの特長である「防・耐火性能」＋αの機能を持った商品をご提案
いたします。

①お子様の為に、より安心・安全な室内空気環境を→「タイガーハイクリンボー
ド」
②石膏ボードの常識を覆した外装耐力面材→「タイガーEXボード」

③磁石が付く石膏ボード→「タイガーFeボード」

44

チヨダウーテ株式会社

こんな経験ありませんか？

①子供が住宅の出隅部分に衝突した際、やがをした。
②コーナー部分で曲面の美しい仕上げが出来なかった。
③新築して間もないのにコーナー部のクロスにひび割れなどが発生した。

当社のコーナーボードは、①～③を解決できる商材です。
ぜひ、展示会にて、確認してくださいませ。

図面を持参していただき、石膏ボードと注文していた
だければ、３本無償致します。

46
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情報

フェア特典・即売品情報

株式会社
ハウス・デポ・ジャパン

お施主様の求める安心・安全の住まい作りには(進化
したエスクロータイプ)の住宅完成保証 ハートシス
テムをお勧めします。加盟販売店(岡本銘木様)と一
体となり、お施主様からの建築資金をお預かりし、
協定工務店と協力業者の支払いを支援するシステム
です。新築、リフォームどちらにも対応できるシス
テムでございます。

33

・安心パッケージプランとなる、フラット35融資と
ハートシステム連動により手数料優遇

・ハウスデポリイフオームへの入会特別優遇制度適応中

株式会社
ハウス・デポ・パートナーズ

ハウス・デポ【フラット35】の特徴
①業界最低水準の全期間固定金利
②幅広いお客様へ対応可能
転職者・自営業者・派遣社員・パート社員・
年金受給者

③親族居住用・セカンドハウス対応可
④繰上返済手数料0円、保証料0円
⑤ご返済口座を自由に選択可能

34

一般社団法人
近畿木造住宅協会

中小工務店の全国組織で技術、人材、情報等の
面から会員をサポートし地域工務店様と関連事
業者と共に業界を形成し、地域の良好な住環境
と木造建築物の整備への貢献を目的とする【一
般社団法人ＪＢＮ・全国工務店協会】に所属す
る協会です。

10

地域家づくり・家守りには、
地域工務店が必要でありその
中心にあり続けるには1社では
厳しく組織で対応する為に出
来たのが「工務店による工務
店の組織」ＪＢＮです。

収縮する新築マーケットの中、新しいビジネスを
求めて努力されている地域工務店の皆様をJBNを通
じてサポート致します。
ＪＢＮに入会するには、所属団体への加盟が条件
となっており、当協会もそのひとつです。

株式会社
住宅あんしん保証

住宅あんしん保証は着工から竣工・引き渡しその
後、長期にわたり、幅広いサービスで事業者様と
お客様をサポートいたします。

37

その場で住宅ローンや工事保険等の無料
相談を受け付けます。

新築だけではなく、既存住宅の売買
やリフォーム工事を対象とした保険
商品を扱うことで他社との差別化を
はかることが可能となります。

株式会社
コンピュータシステム研究所

受注率が３０％向上した
業界初、業界最先端のＶＲ
（バーチャルリアリティー）と
ＡＩ機能を搭載した次世代プレ
ゼンシステムＡＬＴＡ
（アルタ）です。
リフォーム、新築、リノベー
ション事業と幅広く対応

体験しなければわからない感動
と納得があります。

35

１０万～１５万円相当のオプションをサービス
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2018

津田産業株式会社

①大阪北部地震を受け、再度【制震ダンパー】
のご提案を致します。
メーカー：トキワシステム
小型で施工が簡単な為、低コストで設置が可能
な制震ダンパーです。
②南海プライウッド アートランバーをサイ
ズ・色柄を限定して特値にて販売致します。
③トイレ・床材を特値にて販売致します。
（メーカー：Ｐａｎａｓｏｎｉｃ）

14

当日、トイレ・床材をご成約いただきましたお客様
に素敵なプレゼントを進呈致します。

ジャパン建材株式会社

今回手売りできるような商材を提案させていただき
ます。建材ルートがメインで販売されていない商材
です。

事務所や土間のアスファルトの簡単補修セットは加
熱も必要のないお手軽商品です。ワークライト・照
明関係は電材ルートやホームセンター等のシェアと
取りに行き、＋α商材として提案、売上に繋げたい
と思っています。

8

特定：お買い得パック
即売：BULLS養生テープ・ダウンライト

株式会社丸産業22

前売り～展示会当日まで
パナソニック：Ｍライン（三面鏡）
大建工業：オトユカフロアⅢ４５（廃盤品）

吉野杉を使った丸産業のオリジナルフロアを拡販
します。

ナイス株式会社

ハウスメーカーに対抗！工務店様オリジナルキッ
チンはを作ってみませんか？
御社だけのハイスペック、ローコストなキッチン
をご提案

ＵＢ防水ＴＶでワンランク上の浴室空間をご提案

夏場の抗菌対策はこれでばっちり！プッシュＢＰ
を当日だけの特価販売！

31

即売：プッシュBP
特典：浴室防水テレビを大特価販売
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スタンプ
①

スタンプ
②

日本アクア ノダ 鳥飼支店

1747 32

喫茶・飲食コーナー

景品交換

コンピュータ
システム研究所

35

スタンプ
③

スタンプ
④

ス

http://okamei.co.jp


