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Confidential



1987年7月24日生まれ東京都出身

上智大学理工学部物理学科卒業後、多摩美術大学美術学部情報デザイン学科を経て、
2014年電通ヤング・アンド・ルビカム（株）※現・電通東日本入社。入社以降、プランニング職に従事。
2017年IT系企業（現職）に入社。引き続きクライアント案件の制作ディレクションを担当。
2018年クリエイティブ集団「Konel」のパラレルワーカーとして参画。
2019年4月、会社員兼個人事業主としてのキャリアをスタート。
大学時代の同級生、会社の同僚とデザインチーム「coneru」としても活動中。

■担当クライアント経験

・電通ヤング・アンド・ルビカム（株）
国内素材メーカー：企業ブランディングコミュニケーション
国内大手総合不動産：オフィス事業コンセプト開発、新卒採用活動
国内最大手貴金属メーカー：産業用事業ブランドサイト、北米PR活動
国際人道支援機関：プロボノ活動
外資系青果輸入商社：大型スポーツイベント協賛プロモーション
国内中堅住宅メーカー：新空調システムローンチPR

・現職
～2019.4
国内食品メーカー：創作ラーメンコンペティション
国内家電メーカー、自社プロモーション：プロモーション動画コンテンツ
国内健康食品メーカー：葉酸摂取啓発キャンペーン
外資系時計メーカー：製品プロモーション
官公庁：施策啓発プロモーション
その他業種・規模問わず多数経験。

～現在
自社の宣伝広報を担当するブランドマネジメント室に在籍
エンジニア向けテクノロジーイベント、3.11東北支援プロジェクトを担当
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清水覚
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■受賞歴

＜デザインチーム「coneru」＞

2015年 Tokyo Midtown Award 2015 デザイン部門 準グランプリ
2016年 KONICA MINOLTA Social Design Award オーディエンス賞
2018年 2018年度グッドデザイン賞

第3回クールジャパンマッチングアワード特別賞

＜個人＞

2017年 日本パブリックリレーションズ協会 PR AWARD 2017 銅賞「Dole Banana Message」
2018年 石塚硝子主催ビジネスコンペ 特別賞 ※メンバーとして参加

東京ビジネスデザインアワード2018 テーマ賞3件優秀賞1件
おいしい東北パッケージデザイン ノミネート

2019年 積水化学主催ビジネスコンペ 優秀賞

サントリー主催ビジネスコンペ ファイナリスト
ノーリツ主催ビジネスコンペ ファイナリスト
bud brand award 2018 準グランプリ、ミラノデザインウィークに出展
ArtSteel Project ファイナリスト
富山デザインコンペティション ファイナリスト
パナソニック主催ビジネスコンペ 特別賞 ※メンバーとして参加

2020年 NTTdocomo主催ビジネスコンペ ファイナリスト

DUNLOP主催ビジネスコンペ ファイナリスト（現在選考中）
東京ビジネスデザインアワード2019 テーマ賞2件優秀賞1件最優秀賞1件
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Nitto 2017年度ブランドコミュニケーション活動
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Objective 達成すべき目的

今後Nittoがライフサイエンス領域へ進出し
ていくことを、技術革新による社会貢献に
関心が高い方に訴求。

Challenge 目的達成の障壁

ライフサイエンス領域の製品は関連業界の
方には高く評価されているものの、一般的
には認知や関心は低い。

Truth 障壁打破のための鍵

関連業界の方から高く評価されている理由
を掘り下げると、極めて微差ながら独自の
イノベーションがあった。

Answer 解決策

独自のイノベーションをコンテンツとして
変換し、「広告」「PR」「オウンドメディ
ア」にてターゲットに効率的に展開。

TERM: 2016.09 -Client: ⽇東電⼯

Result 成果

これまでNittoの得意先でなかった業界の方
から問い合わせが来ると同時に、既存の得
意先からも評価の声を頂く。

コンテンツ
CONTENTS

広告
ADVERTISEMENT

PR
PUBLIC RELATIONS

オウンド

メディア
OWNED MEDIA

コンテンツ 広告

PR オウンドメディア

コンテンツをNittoブランドサイト、Youtube、
Facebook、受付のTVモニターまで、オウンドメ
ディアでフル活⽤。

コンテンツを広告素材として活⽤し、バナー広告と動画広告をター
ゲットに投下し、効率的なブランドサイトへの流⼊増加を達成。

既存事業から新事業（ライフサイエンス領域）への進出を訴求するた
めに、ライフサイエンス領域の製品を記事コンテンツや動画コンテン
ツとして制作。

コンテンツ公開をニュースリリースにてWEBメディ
アにプロモートしながら、テクノロジー系メディア
で記事を掲出。

・スポーツテープ
・医療用テープ
・医療用フィルム

他

http://www.nitto.com/jp/ja/about_
us/brand/promotion

「広告」「PR」「オウンドメディア」分業型ではなく、『コンテンツ』を起点としたコミュニケーションモデルを構築。



Nitto 2017年度ブランドコミュニケーション活動
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TERM: 2016.09 -Client: ⽇東電⼯

コンテンツ

| スポーツテープ「キネロジ®EX」 | 医療⽤テープ「優肌絆®」 | 医療⽤フィルム「優肌®パーミロール」

| ミクロフィルタ「TEMISH®」

http://www.nitto.com/jp/ja/about_us/brand/promotion
/interview/sportstape.html

http://www.nitto.com/jp/ja/about_us/brand/promotion
/interview/yukiban.html

http://www.nitto.com/jp/ja/about_us/brand/promotion/innovation/yuki_roll.html

http://www.nitto.com/jp/ja/about_us/brand/promotion/innovation/temish.html



⽥中貴⾦属 産業事業 海外向けコミュニケーション活動
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Objective 達成すべき⽬的

英語圏（特に北⽶）の研究開発者における、
産業⽤事業の認知向上、⽥中貴⾦属グルー
プの企業イメージ向上

Challenge ⽬的達成の障壁

海外では同社の認知はほぼゼロ。また、貴
⾦属を扱う技術⼒に差はなく、⽥中貴⾦属
として突出した要素がなかった。

Truth 障壁打破のための鍵

研究開発者は企業の優位性ではなく、中⽴
的かつ学術的に有益な情報にのみ関⼼があ
ることを発⾒。

Answer 解決策

同社の広告ではなく、素材としての貴⾦属
が持つ可能性を中⽴的かつ学術的に伝える
コンテンツサイトを構築。

TERM: 2016.07 -Client:⽥中貴⾦属

Result 成果

北⽶でのメディアプロモート活動にて、研
究開発者向けの専⾨メディアでの露出を獲
得（広告換算費約６,０００万）。

貴⾦属は、その希少性、その美しさから古来から貴重なものとして重宝されていた。そんな貴⾦属の素材としての可能性を再
検証し、世界に周知するための中⽴的メディア「Elements」が誕⽣。現在、⽥中貴⾦属グループ英語版サイトにて公開してい
る。

コンテンツを北⽶最⼤のBtoBイベント「SEMICON West」にて放映。
合わせて、現地メディアの取材プロモートを実施し、専⾨誌・WEBに
て露出を獲得。

コンテンツ 広告

PR

Flexible touch panel sensor using 
SuPR-NaP Printing

Bonding Technology of AuRoFUSE™
and Its Future Development

Medical Devise Components 
医療⽤貴⾦属

⾦ペーストを活⽤したLEDデバイス⽤接合剤

銀ナノインク印刷技術を活⽤したフレキシブルセン
サー

コンテンツを広告素材として活⽤し、アドネットワークを通じて海外
のテクノロジー系メディアにターゲティング広告を運⽤。

WEB（専⾨メディア）︓60媒体 雑誌︓1媒体

http://pro.tanaka.co.jp/en/elements/

他

素材としての貴⾦属が持つ可能性を伝えるコンテンツを構築し、リアルとデジタルで研究開発者に向けて発信。



Nitto 2017年度ブランドコミュニケーション活動
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TERM: 2016.09 -Client: ⽇東電⼯

コンテンツ

| 銀ナノインク印刷技術を活⽤したフレキシブルセンサー | ⾦ペーストを活⽤したLEDデバイス⽤接合剤（記事は後⽇掲載）

http://pro.tanaka.co.jp/en/elements/article01.html

| SEMICON West Report

https://www.youtube.com/watch?v=SfdA_DZvlAA

https://www.youtube.com/watch?v=Gm-9Tt02ldA



ドール 東京マラソン2017 『バナナメッセージキャンペーン』
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Objective 達成すべき目的

ドールが東京マラソンで配布する『低糖度
バナナ』の購買意欲を高め、「スポーツ＆
ドール」の企業イメージを醸成。

Challenge 目的達成の障壁

「低糖度バナナ」は2016年にローンチ済み
でニュース価値はないだけでなく、競合商
品と質的な違いが一切ない。

Truth 障壁打破のための鍵

バナナ専用ペン「バナペン」を活用し、バ
ナナをメッセージを届けるメディアに変換
し、情緒的価値を付加。

Answer 解決策

「低糖度バナナ」に「バナペン」でメッ
セージを書き、味覚と感情の両方でラン
ナーを応援するキャンペーンを展開。

TERM: 2017.01 -Client:ドール

Result 成果

公開と同時に国内外で話題化。1か月で広告
換算費2.2億円の露出を獲得。バナナの売上
も順調に増加している。

バナナに⽂字や絵が書ける⽇本初のバナナ専⽤ペン「バナペン」の登場感を表現するために、ローテクな製
品をあえて硬質でハイテク感のあるイノベーティブなトーン＆マナーで演出。

毎⽇販売前に100名を超える⾏列をなし、
即⽇完売。週3⽇⼊荷が毎⽇⼊荷となり、
転売対策のための警備員を設置するまでの
騒動に。

WEB動画 SNS連動キャンペーン

バナナ自動販売機 ランステサンプリング

| キャンペーン キービジュアル

| バナペン使⽤イメージ

| キャンペーン展開https://www.dole.co.jp/bananamessage/

・登場篇

・ドキュメンタリー篇

認知拡大と共感形成のための動画を公開

デジタルインセンティブとして、50種の
バナナメッセージ動画を使ったプレゼン
トキャンペーンを実施したところ、約1万
件のユーザが応募。

TwitterでシェアしてバナペンGET!

TV 5番組 新聞・雑誌 3媒体 WEB 132媒体

広告費換算：2億2203万0971円 （2017.1現在）

シェアを前提とした4秒動画を公開

低糖度バナナとセット販売 バナペン体験スポットを設置

皇居近郊のランニングステーション
「JOGLIS」にて「低糖度バナナ」をサン
プリングすると共にその場でバナペンを体
験できるスポットを設置。

ランナーに最適な味わいの『低糖度バナナ』に、⽇本初バナナ専⽤ペン『バナペン®』で応援メッセージを。



東急不動産 ⽵芝地区再開発 物件開発コンセプト策定
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Objective 達成すべき⽬的

都市再⽣ステップアッププロジェクト（⽵
芝地区）の再開発を東急不動産が受託。物
件開発コンセプトを策定する。

Challenge ⽬的達成の障壁

東京都の⼤型案件のため、多くのステーク
ホルダーが介在。本物件には膨⼤なコンテ
ンツが散在していた。

Truth 障壁打破のための鍵

本物件の膨⼤なコンテンツを「つなぐ―創
る、育てる、変える」というシンプルな情
報構造で整理し、共通⾔語化。

Answer 解決策

コンセプトに沿って今後の開発指針をブッ
クレットとしてまとめ、開発に関わる全て
のステークホルダーで共有。

TERM: 2016.03 -Client:東急不動産

Result 成果

2020年の竣⼯をめざし、現在も建設は進⾏
中。コンセプトに沿う形で、具体的なアウ
トプットが検討されている。

| コンセプト キービジュアル | 開発メンバー向けコンセプトブック

東急不動産の最⼤級の開発案件。本物件を起点に⽵芝地区全体を変えていくための開発コンセプトを策定。



東急不動産『Green Work Style Project』
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Objective 達成すべき⽬的

2016年5⽉竣⼯予定の、（仮称）内幸町2丁
⽬プロジェクトへの⼊居テナントの獲得。

Challenge ⽬的達成の障壁

⽇⽐⾕公園に隣接し、緑あふれるオフィス
を計画。しかし緑の豊さだけでは今や他の
オフィスと差別性がない。

Truth 障壁打破のための鍵

漠然と良いものとされていた緑が、ヒトに
与える影響を科学的に検証。効果的に緑の
効果を引き出す⽅法を発⾒。

Answer 解決策

学術的に効果的な緑の取り⼊れ⽅に基づい
て本物件を設計し、働き⽅をデザインする
ためのガイドラインを策定。

TERM: 2015.03 -Client: 東急不動産

| プロジェクトスキーム| プロジェクトコンセプト

| プロジェクトメンバー

Result 成果

ガイドラインをまとめた資料は社内外の開
発メンバー、リーシング資料に活⽤され、
⼊居テナント獲得に寄与している。

緑の効⽤に関する世界中の学術論⽂を元に、
プロジェクトメンバーで議論を実施。

緑がオフィスにどのように取り⼊れるか、
緑化が進むNYでの実地調査を経て、アイデ
アを考案。

（仮称）内幸町2丁⽬プロジェクトにて、ソ
フト⾯とハード⾯でアイデアを具体化。

緑がヒトに与える効果を脳科学の観点から検証するため
に、脳科学者の茂⽊健⼀郎がプロジェクトに賛同。さら
に、世界中の珍しい植物を捕りに⾏き、だれよりも緑の
扱いを知るプロとしてプラントハンター⻄畠清順、プロ
ジェクト全体のデザイン、キュレーターとして、元⽇経
デザイン編集⻑・下川⼀哉が参画。

プロジェクトの⽬的を、（仮称）内幸町2丁⽬ビルへの⼊
居テナント獲得だけでなく、昨今働き⽅が問題視されて
いる⽇本の労働環境を変えるものとしてコンセプトを策
定。

緑がオフィスワーカーに与える影響を科学の観点から検証し、理想の働き⽅をデザインするプロジェクトを始動。



カンロ 『30周年ブランドブック』
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Objective 達成すべき⽬的

ブランドの中⼼顧客の認知率低下、次世代
層の育成、売上微減傾向にあるカンロ飴の
販売拡⼤。

Challenge ⽬的達成の障壁

昔はカンロ飴を認知していたが、今はブラ
ンドの存在を忘れている層が増加している。

Truth 障壁打破のための鍵

ブランドスローガン「ひと粒のメッセー
ジ」に⽴ち返り、カンロ飴の価値観、世界
観を伝えることで、再想起を狙う。

Answer 解決策

カンロに関わる全ての⼈の思いやメッセー
ジを1冊のブランドブックに。本社所在地中
野にて飴と⼀緒に配布。

TERM: 2015.10〜Client: カンロ

Result 成果

売上、認知率の調査は⾮公開。ブランド
ブックは営業活動に活⽤され、⼀度失って
いた棚を獲得することに貢献。

| ブランドブック（Discover Japan誌にてBook in Book） | 中野駅 駅貼りB全

ブランドスローガン“ひと粒のメッセージ“に原点回帰。カンロの価値観を伝え、かつての喫⾷者から共感を獲得



MENS TBC 『よしもと芸⼈リアル脱⽑プロジェクト』
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Objective 達成すべき⽬的

「脱⽑することでこんなに⽣まれ変われ
る！」という脱⽑への「気付き」を提⽰し
メンズ脱⽑への理解促進を狙う。

Challenge ⽬的達成の障壁

脱⽑することの需要がそもそも低い。男性
が脱⽑すること⾃体、価値を⾒いだせてい
なかった。

Truth 障壁打破のための鍵

脱⽑の良さを伝えるメンズ脱⽑の広告は事
実に即していない描き⽅が⼤半で、消費者
は不信感を抱いていた。

Answer 解決策

メンズ脱⽑をデメリットも含めてリアルに
体験。ビジュアルにおいても、脱⽑後の美
だけではなく、脱⽑前の醜を表現。

TERM: 2015.4〜Client: TBC

Result 成果

起⽤タレントが番組に出演時、脱⽑の良さ
を発⾔。剛⽑のシンボルが率先して脱⽑す
ることで、メンズ脱⽑を⾝近に。

第1弾 ワッキー全⾝脱⽑チャレンジ

Online Offline

第2弾 ピース綾部 脱⽑ラブストーリー

| 店頭ポスター

| 屋外広告

剛⽑のシンボルが“リアルに”脱⽑を体験するコンテンツをOtoOで展開し、メンズ脱⽑の⾃分ゴト化を促進。



⽇東電⼯ 『⼤きさ20万倍。巨⼤コロコロ、丸ノ内に出現！』
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Objective 達成すべき⽬的

ビジネスパーソン、就活⽣に対して、⽇東
電⼯の認知向上。

Challenge ⽬的達成の障壁

Nittoはグローバルに展開するBtoB企業だが、
製品内の部材を⼿掛けているため、きわめ
て認知が低い。

Truth 障壁打破のための鍵

おなじみのお掃除ツール、コロコロも実は
同社の製品であることを発⾒。しかも2015
年誕⽣30周年を迎える。

Answer 解決策

超巨⼤なコロコロ型の展⽰空間を作り、内
部でNittoの多岐にわたる技術や製品を社員
が直接紹介する場を提供。

TERM: 2015.10〜Client: ⽇東電⼯

Result 成果

ターゲットへの認知が⾼まり、2016年度は
認知に加え理解を深めるコミュニケーショ
ンに移⾏し、現在も継続中。

| 展⽰ブース（巨⼤コロコロ内） | PRイベント

| WEBサイト | メイキング動画

TV 7番組 新聞・雑誌18媒体 WEB 221媒体
広告費換算：1億8288万9075円

約１３,５００の製品群の中で最も⾝近なコロコロ®を注⽬喚起に活⽤。多岐にわたる事業領域を紹介する場を提供。



東急不動産 新卒採⽤コミュニケーション
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Objective 達成すべき⽬的

従来の採⽤活動でリーチできなかった、先
導⼒とクリエイティビティの⾼い学⽣の獲
得。

Challenge ⽬的達成の障壁

不動産業界全般のネガティブイメージが先
⾏。⼀概に不動産業界＝ブラックと感じら
れている。

Truth 障壁打破のための鍵

就活⽣が就職先に求める価値観の中には、
他のディベロッパーではなく東急不動産だ
からこそ提供できることを発⾒。

Answer 解決策

学⽣のニーズと企業のカルチャーがクロス
する価値観を採⽤コンセプトに、コンテン
ツをリアルとデジタルで展開。

TERM: 2016.1〜Client: 東急不動産

Result 成果

従来の採⽤活動ではリーチできなかったユ
ニークな学⽣を獲得。今回の採⽤コンセプ
トを3年間継続することが決定。

| プロジェクトコンセプト

就活⽣、東急不動産の新⼊社員へのヒアリングを通じて、
就活⽣が就職先にもとめており、東急不動産で体現でき
る価値観として、「TEAM」「LIVE」「CREATIBE」を
キーワードを策定。

| コンセプトムービー

| 採⽤サイト（2015年版） | WEBコンテンツ（プロジェクトストーリー）

| パンフレット | その他ツール

就活⽣が就職先に求めている価値観から逆算し、採⽤コンセプトを策定。コンテンツをリアルとデジタルで展開。



東急不動産ホールディングス 新卒採⽤パンフレット

16

Objective 達成すべき⽬的

就活⽣に向けて、東急不動産ホールディン
グス参加の各事業会社の認知を⾼め、エン
トリー数向上につなげる。

Challenge ⽬的達成の障壁

BtoC部⾨は学⽣からの認知も⾼く⼈気だが、
BtoB部⾨は学⽣から認知も低く、魅⼒的に
感じられていない。

Truth 障壁打破のための鍵

東急不動産は、⽥園都市構想を持つ企業で
あり、単体ではなくホールディングス全体
で推進していることに着⽬。

Answer 解決策

ホールディングスを⼀つの街として⾒⽴て
ると、各事業会社が街を構成する重要な役
割を果たしていることを表現。

TERM: 2016.1〜Client: 東急不動産

個別で認知されている事業会社から全く知られていない事業会社まで、１つの東急不動産として表現。

Result 成果

今まで社名だけでスルーされていた事業会
社から反響の声。東急不動産ホールディン
グスのイメージ向上に寄与。
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Private Works



浮世絵ぷちぷち

18

浮世絵の印刷されたプチプチです。贈り物を保護する⽬的で使⽤されるプチプチですが、浮世絵を描くことで、荷物を受
け取った時のサプライズが加わるようにしました。20世紀初頭、⽇本⼈は浮世絵の刷り損じを陶磁器を包む緩衝材として
使い、輸⼊先のヨーロッパ⼈を驚かせ、浮世絵を⼤流⾏させたと⾔われています。その驚きを現代に蘇らせました。
■受賞
TOKYO MIDTOWN AWARD2015準グランプリ、2018年度グッドデザイン賞、第3回クールジャパンマッチングアワード

浮世絵の歴史的⽂脈から⽣まれた、「おもてなし」のプロダクトをメーカーと共同制作

TERM: 2015〜



陶磁器⽂化振興プロジェクトアイデア「焼きコップ」

19

⽇本全国に点在する陶磁器を、メジャーなものだけではなくマイナーなものまで、⾝近な紙コップで再現しました。陶磁
器ならではの⾵合いを持たせ、コップの底には銘柄にまつわる物語や由来を記載しています。さらにそこから本プロジェ
クトのWEBサイトへと誘導します。
■受賞
KONICA MINOLTA Social Design Award オーディエンス賞

衰退する陶磁器⽂化を活発化させるためのビジネスアイデアを提案

TERM: 2016〜
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Private Works



東急不動産 Green Work Style WEBサイト制作

21

前職で担当していたプロジェクトを公にリリースするにあたり、WEBサイトのデザインを担当

TERM: 2018.10〜



⼤喜利印刷 PR/プランニング

22

全⽇本印刷⼯業組合連合会が組織した実験的クリエイティブユニット「CMYK」によって、Twitter上の「欲しい」つぶや
きを本気で実現してしまう企画。「印刷会社は製造会社ではない。アイディアを⽣み、形をつくりだす集団である。」と
いうメッセージを訴求。

全国各地の印刷屋さんが本気を出してみたら？ Twitterと連動させたキャンペーンを企画・運営

TERM: 2019.1〜



知財図鑑

23

企業の埋もれた知財をクリエイター視点で発信する「知財図鑑」プロジェクトに知財ハンターとして参加

TERM: 2020.1〜

https://chizaizukan.com/
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Private Works



国連UNHCR協会 難⺠映画祭2018

25

毎年難⺠への理解を広めるために開催される映画祭のコピーワーク、各種制作物をプロボノ活動として制作

TERM: 2018.9



東京ビジネスデザインアワード2018（主催︓東京都、⽇本デザイン振興会）

26

Project.1 Project.2 Project.3

東京都の中⼩企業とデザイナーが共同で事業創出するプロジェクトに３テーマに取り組む

⼿ぬぐい
（東京和晒）

特殊⾦属加⼯
（特殊阿部製版所）

⾹料
（GRASSE TOKYO）

伝統的⽂様のアーカイブを活⽤した
「⼿ぬぐいリノベーションプロジェクト」

産業技術が⽣み出す
新たな伝統⼯芸「⾦切⼦」

⾹りの魅⼒を楽しく学ぶ
プロダクトの提案

テーマ賞 テーマ賞 テーマ賞 優秀賞

TERM: 2018.10〜



⾹の具（kanogu）

27

⾹りを描く絵具「⾹の具」をメーカーと共に商品化。現在、全国・オンラインにて発売中。

TERM: 2019.10〜



⽯塚硝⼦主催 ビジネスコンペ

28

⻘森県の伝統⼯芸「津軽びいどろ」を活⽤したAIスピーカーのコミュニケーションプランニングを担当

特別賞
商品化に向けて

メーカー担当者と共に準備中

TERM: 2018.11〜



積⽔化学主催 ビジネスコンペ

29

同社の圧電センサーを活⽤し、睡眠をセンシングしてインタラクティブに快眠を促すプロダクトを提案

優秀賞
商品化に向けて

メーカー担当者と共に準備中

TERM: 2019.10〜



bud brand award 準グランプリ・ミラノデザインウィーク出展

30

⽇本のクリエイターを世界に発信するコンペにて、甲冑をテーマにしたブランケットを提案

TERM: 2018.6〜

Pl：清⽔覚 D：鈴⽊恵理⾹



富⼭デザインコンペティション

31

理想的な⾳空間を和紙素材でデザインするアイデアを提案

TERM: 2019.6〜

Pl：清⽔覚 D：⼤上倫太朗、菅原⻯介



東京ビジネスデザインアワード2019（主催︓東京都、⽇本デザイン振興会）

32

Project.1 Project.2

今年度は２テーマに取り組み、現在事業化に向けて検討中。

細胞培養技術
（セルファイバ）

システム構築
（アーク情報システム）

テーマ賞 最優秀賞

TERM: 2019.10〜

テーマ賞 優秀賞
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https://www.okunote.tokyo/


