
鷲冬鋏胚建設 社長

は一鰤陶
・l・ l山 県有田川町`果●王匡紀州の代

表フランド「百田みかんJの一大産地に
「竹烏扶工建設Jの本社・工場はある。
あたリー面、色づき始めたみかん灯が広
かつていた。長閑な風景とは対照的に同
社が生み出すのは最先端の鉄骨技術だ。
|グ ランフロント大阪J(大阪市北区

'や「あべのハルカスJ(同 FJ回 倍野区)

をはじめ、関西のランド7-ク と呼ばれ

る多くの高層建築りに使われているJ

「鉄に生命を与え、人類。社会の進歩
発展に貢献すること,Iそ わが社の理念で

'11竹
島徹社長はそう話す.■ 骨の開

発、設計生産、品質管理から製品発送ま
で100%ヨ 社一貫システムにこだゎり、
145人の社員で41億 円の年商を叩き出す。
倉1業は1947年 。祖父が興した缶詰殺菌

歳の製造業から始まり、71年 の株式会社
化に‖:っ て鉄骨・摘梁分野に進出した。
●島さんは大学卒業後、設計事務所勤務
を経て25歳 の時に入社.設計、製作、営
業をlJい 、関西物件で受注実績を伸ばす
が、ハアル崩壇後は過乗」な設備投資で売
り上げが長期間低迷する。会社全体のモ

IR]

竹島徹さん

糀隋ノ《― トテー
チベーションも下がり、l・ 梁ェ事の入札
に必要な経営事項審査で最|]評価を受け
たこともあるが、その買任も社員に転嫁
し、「利益を出せない社員が悪いJと考
えたこともあった。

そんなll i lu合 ったのが京セラの稲盛和
夫名蒼会長の著作で読んだ言葉。「

従業
員は一′さ同体のパートナー」「どこまで
もついてきてくllる従業員をつくり、彼
らを幸せにJ。 竹島さん自身、経営ノウ
ハワ本を読みあさり、宗教書や哲学書に
手を仲ばしても見つからなかった経営と

'、

生の答ぇがそこにあった。
1目 分だけの力をいかに過信していた

か。思い知らされ,た 瞬間でしたJと 竹島
さん。そんな夫を影で支え、時には本音
で語りかけたのが現在総務部長を務める
要のみかさんだ。当時は子育ての傍ら会
社の経理を担当し「もっと従業員みんな
の話を聞かないと |と アドバィスした。

2011年 には夫婦そろって盛和塾れ1歌 山
(事務局・和歌山市)に入り、自主例会
や経営体験発表会などに参加する。今年
7月 、竹島さんは神奈川県横浜市で開催

された盛和塾世界大会で稲盛経営者賞を
受け、稲盛会長から直々に表彰状を手渡
された。

社内改革にも積極的に取り組み、稲盛
経営フィロソフィ (哲学)を学ぶクルー

プ輸読会を週 1回開催。中堅社員が若手
を育てる「人づくり委員会Jや仕事の能
率を高める 1加工効率アップ委員会Jを
発足し、「アメーバ経営 |も 取り入れ
たo lFl盛 会長が京セラ時代、組織を小集
圧に分け、各目標に向かって努力するこ

とで全体の経営カアップにつなけた手法
だ。この結果、業損も大幅に回復し、「 F

年から関東圏に進出した。20年 の五輪特
需の影響もあり、全業務の7割 を占める

第二過二「使1冽言1可

までになっている。

鴫 和塾と出合っていなけrしは、t、 ま
の私はありません。全社員か仕事の喜び
を感じ、『日本一選ばれる会社』にして
いきたいJ。 竹島さんは力を込l_た。

|【会社概要】
本 社 1和歌」県有田部有田川田T

西丹生医285-1
80737・ 52・ 5454

設 立 :1971年

資本金 :2000万 円

従業員 1145人 (2017年 10月 時点)  |
事業内容 1鉄骨 橋梁、水門など鋼li
造物工事の設言i施 Jl
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角谷氏

媚弩也氏

児玉氏

竹島氏

盛趙塾和歌曲 矛D歌成I市西布経丁2-5-1

「丸虔けで菫 楊録鰤痙」蛉鰊褥輻
盛千‖塾和歌山 1事 務局・和歌山

市,は 1998年 に開塾し、現在99人 の
塾生が活rlllす る=1■営体験発表ゃ稲
盛和天塾長の請話DVD勉 ]i会、優
れたll=を実践する塾生を他塾から
|]いた講師,会などを柱に据え、年
1回、塾生同士の絆を深める合宿も

行っている。どんな成果が出ている
のか,塾のメンバーに語ってもらっ
,こ 。

一―入塾して学んたことtま

角谷 家庭日用品製造販売業の2代 目
です。私自身―香変ゎったのは経営者と
しての判LT基準ができたこと。

「
人とし

て正しいことJを基本に置く塾長の教え
を聞き、背i・ lがぴんと一本lllっ た気がし
ましたt目 々反省を繰り返し、判断基準
がぶね′ていないか,自 分を戒めます。
小池 消防設備業を営t12代日で経営

不振に体調不良がF● なり、悪循環をllち

171ろ うと入塾しました。私自身、仕事の
能力が重要だと思っていましたが、まず
E分の心の持ち方から変えなければと実
感しました.「周囲の事象はわが1かの反
映Jと tiう 塾長の教えです。
児王 果倒の生産・ll「 ェ・販売会社の

6代 日て家l・ lI営から事業化する過渡期
に入塾し、稲盟11営 12カ 条の第1条「事
業の目的、意義を明確にする |を実践し
ています. 4年前には「‐全従業E~の物′ホ

■～
―

|

な′だつ児工万興民、角谷大基氏、小池康生氏、竹島イ|,氏

経営者である前は人として
孤独はリーダー同士切磋琢磨
経営の駆け込み寺の存在
全従業員を幸球にしたtゝ

‐=.・¬|

まつ。

小池 入塾前は不安定な放漫経営でし
たが、塾と出合い、さまさまな問題に対
する判断基準を暦くことができました。
当社はl.l」 災を支える企業,「人間として
何がlLし いかJを ,ら に刻むため、毎朝、
社員全員で「京セラフィロソフィJを輸
読するのが重要な日課です。
児王 塾長の教えである「書きことを

思い、書きことを為すJは私の座右の銘
になりました,Pllネ Lでは「13の徳目Jの
中の i感謝J「誠実J「努力Jなどの輪
説を行っています。

一―盛和塾は自分にとってとんな存在
てづ

~か

ぁ:ミき憑言詈『「β]楊舎身:Lをi
つてほしいですね。

小池 リーターは孤独な存在ですが、
同じ悩みをl・ った仲間が集まり、lTl磋 琢
暦できる場であってほしぃっ

児王 まさに経営の駆け込み寺。「経
営をするなら、盛和塾和歌山に入るのが
一番Jと 言われる」易にしていきたい(,

竹島 塾生同士、いろんな世代が腹を
割つて話せるのかすばらしいっまさに整
長が言う「ソゥルメイ ト (魂の仲間)|
たと思います。

レ代表世話人

リンコー代表取締役社長  角谷大基氏
コイケ消l ly設備it表 取締役 小 1也康生氏
>型 生

晨業生産法人有限会社■香E
代表取締役J:長       児玉芳〕ユ氏
竹島欽工建設代表取締i役社長 竹島

`11氏

次回12月 8日 は盛和塾佐倉を掲載

左から児工芳典氏

LΞ]固 た冒菫こ拒.躊i=L[曇責IP認療[1昌羞』杏請麦1魂讃1急ミま言鼻1計考1雪
=:IJ

餡
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能軋縄分

⑮圏は輸代畿武締役社長 宮圏博実さん

トラックに子供の位ざ優しぃ鶉届ける

FL」Ji Sattkei曰□simttss i. 2018年 1月 12日 (金 ) 13

11■‐‐■.

■■■■=|||
豊11姓■1年 :1

大阪府高槻市に本社を置く運輸業「宮

田運輸Jは 1'F年倉l立 50周年。4年前にlj「―

めた「こともミュージアムプロジェク

ト」が共感の輪とともに全国に広がって

いる。危険運転や交通事故のない社会を

目指し、 トラックなどの車体に子供たち

の絵やメッセージをプリント.走 りなが

ら優しいすかを沿道に届けるIIり組みだ。

昨年11月 初旬.愛知県瀬戸市の小学校

で交通安全数室が開かれ、児童の絵をプ

リントした トラックが登i易 した。プロジ

ェクトに貰同するlL元の運送会社が学校

に協力を求め、 1、 2年生が描いたもの

だし

会場には1沼待を受けた「宮田運輸J国
際CSV事業部の社員の姿もあった。フ

ロジエクトの推進役として‖FttFIP設 。社

業で社会貢献を目指すCSV(共 通価1直

の倉1遺 |の理念か込められている。宮田

1■文社長は「この取り組みでL界中を幸

せにし′たい |と語る。

冨田さんは同社の4代日だ.幼少期か

ら仕事場に出入りし、 トラックの運転手

になる夢をかなえ、18歳で入社=念願の

ドライバーを経て数年後にれま管理職の営

業ルi長 を言しされるが、当時は経営感覚か

な く年上r)従 業■にも力ず{で ヨ;ト ウ指

示に征■したという
`

]J弓 な饗勢を変えるき,か けは1り ,3年

の販神六晨,こだった。被災1■ に枚斐物資

を運ふたトラ イア`一か「またi行きたいJ

と志願 そ■)姿 を目の当111)に し |や ら

される0)で はなく、自ら動くエネルギー

こそ本物の力Jと 実感。社員に接する態

度を改めた。

2007年 、得意先の紹介で京セラの稲盛

和夫名誉会長が塾長を務める 唖 和塾大

阪Jに 入塾した。最初は塾の議論が理解

できず出席せずに帰ることも多かった

が、年1コ開かれる合宿研修の委員を担

当するうち、社員のために心を砕く塾7r

の姿に感動。「自社だけ良くなればい

い |と考えていた自分を恥し、塾長か説

く 1利他の心Jに開lF・ した。

大きな転機が訪れたのは13年夏。自社

の トラックが死亡事故を起こしてしまっ

たのだ。被害者は2人 の小学生の娘の父

親だった。「あんなに好きだった トラッ

クがなぜ悲しみを生むのか |と思い悩ん

だ時、塾生が手紙やメールを送って励ま

してくれた。

そんなとき「社内の安全標語を子供が

書いているJと いう塾生企業の話を聞

き、宮田さんは 1幼 い子が一生懸命書い

たものは′さに響くしすべての人々が感じ

られるi易を創りたいJと子供のi_を トラ

ックの車体にプリントすることを思いつ

いた。プロジェクトが生まね′た瞬lulだ っ

た。

プロジェクトは14年 に始まり、同社所

有の150台 のうち40台 以上がプリントト

ラックだ。プロジェクトに参加する賛・・l

企業も増え、現在全国で40社 , トラック

だけでなく幼稚園のスクールバスや介護

施設の送迎車などにも広がっている。

同社の営業所では毎朝、 トラックの出

発前に現場リーターが 1ヽ先 して ドライバ

ーのために熱いコーヒーをたてる。 ドラ

イバーは自分専用のマグカップを,寺 ら、

そこにも家族が安全をllっ て描いた■ヽが

プリントされている。 1社員は私の家

l・e毎 日無事に帰ってきてくれることを

心で祈ります |=宮田さんはそうつぶや

tヽ た。

| 【会社概要】
. 本 社 :大阪府高槻市唐崎3-24-12

8072・ 677・ 3949

設 立 11967年

: 資本全 :8000万 円

1 従業員 1250人

1 事業内容 :運輸サービス、倉庫・保管

| サービス、共同配送サービス、流通加

エサービス
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う道場 宮旺:氏

―一塾の学びをどんな形で会社に運元

L′ ていますか

俣野 7年前の社長就任ll来 、毎年
「方針手帳Jをつく,て います,経 営理

念の「和合

“

力1の liか、塾で学ス′だ事

業の日自つと意義を幹部と一緒に考′_て 盟

り込み、全社■に湾1っ て毎朝唱l・ nLプてい

ます。事業日的の明薩|ヒが付ll ttl.の 高

い製品開発につながり、収益も大きく改

善することができました。

吉田 当社も塾での学びを盛り込んだ

「クレド手帳Jをつくり、全社E~で理念

を共有しています。どの業局も「思者さ

まのためJを掲けていますが、当社は塾

で学え′だ「知行合一Jを実践し、現場主

義を徹底して目の前の思者さまのために

行動することを目指しています。必要な

らご自宅まで夜中でも行きます。その結

果、主体性を持った従業_~が増えてきま

した。

一―今後の抱負は

俣野 みんな自分の会社を良くしたい

と思って入塾しますが、私企業の枠を超

え、社会の公器として自社をどう高め続

けるか。深く考えるように変わっていき

ます。私自身、いつも自分に問いかけて

いまつ.

吉田 塾生企業が従業員とともに 1註

にも■けない努力Jで発展し、地域社会

を良くする経営者を輩出ブる盛和塾大阪

でありたいと思います,医療機関¢)1央 地

内楽局か規11緩和で解票され、当社114

年、ll古川中央市民病院li兵庫県第1号

の事局を開きます. これも私一人の考′

ではな (「新しぃ挑戦をJという声が社

員から上■`り、実現したものでコ.

宮田 塾生 まソウルメイト (魂ぃlT

間).魂と魂がぶつかり合う経営者i首場

として T・ り続けたいと|]い ます.

|>代 表世話人            |
|グ ツドプランニンタ |ヽ千nl轟ィl     ‐

1             吉 ]]範 Pl .
‐日繊商工代表取li,イ ,村長 俣町六一氏

言田逗11)代 力取″11役 社長 宮 ]■ 文氏

次回 1月 26日 は盛和塾静 岡を掲載

歯に次着せぬ議論が魅ヵ 吉田氏

側日勇造目鶉勁鐵商醸イし預ξ朗又盛畠熾上   俣野氏

|「雪IJF]た冒圭こ基曇.常蹟L笙二責[γ [l藤昏lEL』念:;』言i

と [経 営 哲 学 _を 学 ほ う と 1983年 に 立 ち 上 か っ

万 2000人 (2017年 12月 末 時 点 )が 学 ん て い る 。

社会や機器意して盆業財悔 し
隋和塾大阪 (事務局 。大llk市北区)

は1989年 に開塾し、塾生100o人以上の

規模に成長.経営体験発表を軸にした

月1回 の自主例会「大和Jや稲盛和夫

塾長のlI営 フィロソフィ (哲学)の学

ひを深めるソウルメイト勉強会を中心

に活動し、毎年夏に開催される合宿研

修は1大 77塾 Jの 垣
「 1行事た.、 業種を超

えた交流■ら円■1生 ま11‐ ろr)|、  1、表

1話′|、 |),レハーに語ってもらった。

一―塾はどス′な存在ですか

俣野 デ1阪・胎場のタオル製品〕卸会社

の 3 rt自
=J‐

専務時代に先輩■部との

関係に J力 、ア、聖しまし′た、最初11会社

を艮くt t11と いう気員いばかりでした

か、皇て()学ひを自分なりに解釈ヒノ、従

業員と一緒に汗をかくうちに自分自身が

変わり、稲盛経営12カ 条の「思いやりの

心で誠実にJが tヽ かに大事か気づかされ

ました=私にとっては人間観や経_― 観を

見つめ直す場でもあります。

吉田 兵EP ttlklで 調却薬局のチューン

店を経営ヒノていますが、当社担当の会計

事務所の方か大阪型の前代表1世話人だっ

た|ミで入塾し,ま した。まず驚いたのは塾

生の真剣さ。経営体験発表では歯に衣着

せぬ質問が次々飛んでくる.時には気色

ぼむ場面もありますが、それだけ本気だ

ということですね.塾に来ると背筋が1申

ひ、反省とやる気を感じさせてくれま

0左から吉田氏、宮田氏、俣野氏 0日 機商工の「方針
手帳J(左 )と グ ットプランニンクの |ク レト手帳 |

現と魂がぶつかの合

つ。

宮田 塾生同士の叱咤激励は大阪塾の

伝統ですね。年齢や入塾年数に関係な

く、みな必死で議論する。経営者はどう

しても近視眼的になりがちですが、塾生

同士で意見をぶつけ合い、「全体最適 J

の観点でどれだけ理念を高め続けられる

か=切磋琢磨することが重要だと思いま
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ワキ吻越辣誕構斃壕鷺濁更論機宥尚寵量孟凩 賜傷璃ヽ聟墾だ全グ》氏
る。稲盛名誉会長の教えを身を持って実

感できました |と脇本さん。この言葉通

り、社長就任の翌年には売り上けが6割

近くまでE復 し、現在まで毎年増収増益

を継続している。銀行とかけ合い、カテた

な工場の建設資金の融資も取りつけた。

人間力成長の五十劃

I為本さん自身、稲盛名誉会長が塾長を

務める「盛和塾Jにも興味を広げ、先輩

塾生が京都でFTlいていた勉強会に参llll。

2015年 、 1盛和塾大和J(奈良市)が開
塾すると迷わず塾生となり、例会に参加

しながら稲●n‐経営フィロソフィ (哲学)

を貪欲に吸収してきた。

稲盛経_‐ フィロソフィを社内にも取り

入れ、同社のオリジナル版「ヮキフィロ

ソフィ」を考案。「人間力成長の五十

日‖|と名づけ、朝礼で社員全員が輪読す

る。昨年から忘年会とクリスマス会を兼

ね、社員の家br‐ を招いた規睦会もII・ 画し

ている。

また、奈良県で唯一、医薬品登録販売

者定期研修の外部研修機関の指定を受

け、人材教育に力を注ぐ=将来に向けた

障害者雇用も視野に現在、県ll lの 養護学

校の生llを 受け入れる研修を続けてい

る。
|ワ キ製薬で働いてほんとうによかっ

●
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本気でやれば仕事も人生生)好転

大学卒業後、大阪の会社で2年間の営

業経験を経て家業を継ぐために入社.製
造から営業まで現場を体験し、5代ロト

ップに就任したのは6年 前、35歳の時

だ。当時は一部の1寺許切れで類似品が出

回り売り上げが激減c借 り入れ金も膨ら

み、倒産の危機に顔していた。

その窮地を救ったのは若い頃に読んだ

京セラの稲盛和夫名誉会長の著作「′とヽを

1育める、経営を伸はす」.思い出したよ

うに再読し「諦めた時が失敗」という言

葉に背中を押された。脇本さんはすぐ行

動に移し、仕入れ1亘が最も安い原料メー

カーを求めて全国を奔走゛営業で鍛えた

セールス トークを'武 器"に 映画会社に

目ら乗り込み、自社製品をli影 シーンで

使ってもらえるようかけ合った結果、

「世界から猫が消えたならJをはじめ数

本のメジャー作に同社の薬が登場し、1色

大な広告効果にもつながったという。

「本気でやれ,ば 、仕事も人生も好転す

本 下氏

梶谷氏

脇本氏

芋福追求Jを盛り込んだ経営理念を新た

に掲げました。3年前から社員の誕生日

を祝うコンパも企画し、社員同上が触れ

合える機会を増やしています。この結

果、社内が明るくなり、互いに助り合う

風土が生まれてきたと感じてぃます。

脇本 会社の決算書の数字を社員に公

開しています。稲盛塾長のおっしゃる

「ガラス張り経営Jは社員全員に経営状

態がすべて見え、 トップが日分のためだ

けにお金を使わなくなる。社員との信頼

感が強まりました,

一―とんな塾にしていきたいですか

木下 奈良は仏教の土地柄で塾生の皆

さんもしっかりした考えの方が多い,盛
和塾に関わってもっと会社を良くしてい

ただきたい。単なる手練手管ではなく経

営者が人格を高めれば会社は良くなる.

それを体現さllて いるのがT~盛塾長だと

思います。

lF谷  「盛和塾大和Jは今年lFから

新体制がスタートしました。奈良県内に

いろんな経済団体があるなかで一日置か

れる組織でありたい。形だけでなく百言

義に会社を運営できることをアビール

し、魅力的な塾にしていきたいですね。

|レ 筆9・l代 表J言き人
エス・ハー| ェス

1代表取綺役         ホ下恵氏
>副 it表 世話人           ‐

れJl薬 品エギ
代表取れ|イサ社■      ■谷11Ⅲ llヽ

か型生

ワキリ:薬代表取締役社長 脇本■―之イ1氏

次回3月 23日 は盛和1蟄岡山を掲載

｀
馘憫鰤晰亥失眩、ゅ携ャ滸鍼ジ騰Mlll

製薬メーカー「ヮキ製薬J(本社・奈

良県大和高田千11は 1バ 82年負‖業=配 L‐ 薬

の製造販売から第一歩を踏み出した。医

薬品F)は■健 康食11の開発に力を注ぎ、

心械 ,つ ‖出など血管糸疾患t‐ l予防効果か期

待できイ)ミ ミズの酵素を世界で初めてサ

ブリメント化することに成功した。この

分野では海外を合め、世界 トップメーカ
ーに成長している

奈良県広陵鵬T。 ヮキ製薬の営業本部は

長開な]同風景の中にある。玄関のガラ
スケースには1]和初期に使われた薬箱や

りヽ)栗 を見るilが飾られ、130年 以上の
「
_

史を物語る.F召和天呈が戦後の巡幸で県

を訪間された際、同社工場を見学された
エピソードは有名だ。

「いまは生産が追いつかない1大 態で

すJ,社長の11本 FJ之 介さんは同社のヒ

ット両
『

|「 ミミス酵素食品 |を そう表現

する.ミ ミズの乾燥粉末配合のサプリメ

ントで血栓を溶かす効果があり、多くの

|■許を11得 (年間10億 円に迫るが、決し

て順[1満 11tな道のりではなかったっ

1団 轟:禾国曇勇熱春国  奈良市蘭京終lII」 2丁 目290-1

正しぬヽ会社経営燎祠mず踪鰈
「需和塾大和」 (事務局 。奈良

市,は 2015年 開塾.全国で最も遅い
｀
船出、だったが、現在110人 の塾

生が活動する。塾ォリジナルの大義

を定め、ロコマークも制定t例会や

経営体験発表のほか税理士など専門

職の塾生が講師となり、経営手法を

学ぶ部会も発足させた。 Itと 出合っ

て・lが変わったのか。メンバーに語

つてもらった.

――塾の魅力は

本下 私は会社がある関係上 1盛和塾

大阪 |の塾生でした。知人に連れられて

初参lRした11、 厳しくも温かい塾生の‐‐

を目にし、号泣ヒ′てしまった( こんな正

直に日分の悩みを共有できる場があるこ

とに驚きました。 1盛和塾大和 |の立ち

上げメンバーに加わったのは私自身、奈

良て生まll育ら、lL元を良くしたtヽ とい

う思t｀ からです .

梶谷 私も塾生だった「盛和塾南京

都 |からの転塾です。塾の魅力は人間住

をベースに勉強できること。稲盛和夫塾

長はあれだけ大き事会社を1代で興しな
がら「謙虚にして嬌らずJと戒める経営
哲学に1感動しました.私 自身は製薬メー

カーの4代 目で昨年、社長に就任し「物

心両面の幸福Jを合言葉に奮闘していま

す。

脇本 会社は社長自ら本気にならない

(互 から,演谷さん,、 脇本さん、木下さん

厳しくも湿がい塾生の確

一日置かれ蝙組織でありたり

会社を変える社長の本気度

と変わらないことを学ひました。日本全  発表を行い、自分のやってきたことを総
国の経営者に盛和塾の存在を知ってもら  括する機会にもなったと思います

`社内
いたいですね。             では毎月稲盛経営フィロソフィ研修会を
一―塾の学ひをとんな形で会社に取り  行い、1カ き方改革で残業も廃上しまし

入れていますか            た。_人が多方面にFJを 配る・一人三
本下 脱サラで04年 にスカルブケア  役

Ⅲ
を奨Flしています。

(頭皮ケア)の アランを販売する会社を   梶谷 社員と一緒にわかりあえる言葉
立ち上げました。これまで3度経営体験  が必要と考え、「全従業員の物心両面の

当時 )だ った i稲 盛 和 夫 氏 か ら、「 人 4洒 学 Jと 1経 営哲 学 |を 宇 は う と 1980年 に立 ち上 か っ
itln氏 を塾 長 に、 海外 6カ 匡 を含 む 97聖 で 1万 2722人 (2018年 2 Fl末 |■ 点 )か 学ん て ぃ る。 |

昭和初期にl―われた葉箱を
手にi寺 つ脇本真之介さん

たと社員全員が思えるような会社にして

いきたいですねJ。 脇本さんの目が輝い

た。

【会社概要】
本 社 :奈艮県大和高田市本郷円19-17

60745.54・ 0999

設 立 11951年 4月

・
~本

全 3000万 円

従業員 137人             |
事業内容 :家庭配置用医薬品|、 一般販売

‐

用医薬品、健康補ワ〕食
『

,、 栄

養機能食ど:,の 製造・販売

[≡國[里]た肇訛曇




