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平成27年度帯広市ものづくり総合⽀援補助⾦

帯広市では、本市産業経済の発展に寄与するため、新たなものづくりの先導的な取り組み

及び新しい産業を創造するなど、未来にチャレンジする中⼩企業等を製品開発から販路拡⼤

まで総合的に支援しています。

本事例集は、平成27年度に「帯広市ものづくり総合⽀援補助⾦」を活⽤して新製品開発や

販路拡⼤に取り組まれた企業等の成果をまとめたものです。

活活 用用 事事 例例 集集

帯広市ものづくり総合⽀援補助⾦概要

【補助の対象となる事業、経費の概要について】 平成29年4月現在

（１）新製品・新技術・新サービス開発 補助率：1/2以内 限度額150万円

新しく製品開発をするための研究、実用化試験や試作品の製作をしたい方

市場調査費、原材料・副材料費、治具・工具費、外注加工費など

「新製品・新技術・新サービス開発」については、審査の結果、応募いただいた内容についての事業化可能性調査
（FS調査）として採択する場合があります。

（２）国内販路開拓 補助率：1/2以内 限度額50万円

自社の製品を国内の展示会等に出展する方、または自社製品の展示会等を国内で開催する方、もしくは

販路開拓に関する調査をしたい⽅

専門家謝礼、専門家旅費、調査研究委託費、会場借上料、出展料など

（３）海外販路開拓 補助率：1/2以内 限度額50万円

⾃社の製品を海外の展⽰会等に出展する⽅、または販路開拓に関する調査をしたい⽅

旅費、翻訳料、通訳料、専門家謝礼、専門家旅費、調査研究委託費など

（４）新事業・新分野進出 補助率：1/2以内 限度額150万円

経営基盤の強化を目指し、新事業、新分野への進出を目指す方

上記（１）〜（３）に該当する経費の全てが対象となります。

ただし、旅費、翻訳費、通訳料は海外への販路開拓を目指す事業のみが対象となります。

※※産学官連携・異業種連携加算 最大50万円

上記（１）〜（４）までの事業を実施する際に、⼤学、試験研究機関、異業種等との連携、共同開発等

を⾏う場合、補助限度額に最⼤50万円を加算します。

詳しくは、帯広市ホームページ（http://www.city.obihiro.hokkaido.jp）
（HOME）＞（産業・ビジネス）＞（産業）＞（産業振興・起業支援）＞
（帯広市の制度資⾦・補助⾦ ものづくり総合⽀援補助⾦）をご覧ください。

はじめに
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タイの販路開拓及び

物流ルート構築

帯広商工会議所
会頭 髙橋 勝坦
帯広市⻄3条南9丁目1
帯広経済センタービル5階
URL:www.occi.or.jp

TEL:0155-25-7121
FAX:0155-25-2940

E-mail:info@occi.or.jp

団体概要
設⽴:1921年
事業内容:商工業者の経営改善･

発達の支援、地域経
済活性化の促進等

会員数:3303社
（H27.4現在）

概 要 タイ･バンコクで開催される食の展示会「THAIFEX2015」
への出展を通じ、⼗勝産⾷品の販路開拓及び海外展開にお

いて重要なパートナー企業探しを⾏う。

取り組みのきっかけ

十勝全体としてASEAN地域での販路拡⼤に向けた
動きが高まっている中、日系企業の進出が加速して
おり、経済成⻑が著しいタイに視点を向けました。
タイでは、日本食がブームで、タイ国内の飲食店

は、約2,000店舗以上もあるとされています。その
理由として、⽇本⾷は、健康的、おしゃれ、⽂化的

などのイメージが浸透しており、安心安全な日本食
の関心が非常に高いことが人気の秘密としてあげら
れます。そこで、その人気を追い風に、タイ・バン
コクで開催される食の展示会THAIFEX2015への出
展を通じ、⼗勝産⾷品の販路開拓及び海外展開にお

ける重要なパートナー企業探しを⾏い、⼗勝の企業

の販路開拓のためのルート構築を⾏うことにしまし

た。

取り組み成果

取り組み内容

今回、タイ・バンコクで開催された、⾷料品、⼩

売業、ホスピタリティ・ビジネスなど食品関連全般
を網羅する展⽰会「THAIFEX2015」のジャパンパ
ビリオンに出展し、⼗勝産⾷品の販路開拓に取り組
みました。THAIFEXでは、帯広商工会議所として
ブースを設け、企業3社が出展し、今後のタイへの
出店や取引について積極的に商談を⾏いました。ま
た、十勝の企業の商品も展示、実演し、十勝産食品
のPRを⾏いました。
ジャパンパビリオンの中央にあるオープンキッチ

ンにおいて、ラクレットの実演などを⾏ったことに
より、実演終了後もブースに⾜を運ぶバイヤーがお

り、商談に繋げることができました。
また、現在シンガポールを中心に十勝産食品の輸

出を⾏っている企業が、今回新たな輸出国としてタ
イをターゲットにし、パートナー企業探しを⾏った
結果、THAIFEXの出展を通じ、現地企業との商談が
成⽴しました。このように地元企業が物流開拓をす
ることにより、十勝とタイの繋がりができ、十勝全
体としての販路開拓に繋げることを目的として本事

業を実施しました。
さらに、チットラダー宮殿の敷地内の酪農・乳製

品加⼯場の視察を⾏い、⼈脈づくりを⾏いました。

今後について

THAIFEX2015の出展を通じて、繋がった現地企
業との乳製品産業のタイへの進出を目標とします。
また、物流⾯での課題の検証を⾏い、⼗勝の輸出に

⾒合った物流ルートを地元企業と⼀体となり構築し

ます。さらに、構築された物流ルートを通じ、タイ

の小売店やスーパーマーケット、コンビニ等に十勝
の食品を並べてもらうとともに、十勝の情報をいち
早く発進し、ニーズを知ることができるアンテナ
ショップを設置していきたいと考えています。

海外販路開拓

THAIFEXに出展することによりタイにおける十勝
の認知度が高まりました。
十勝の企業がTHAIFEXを通じて、現地企業との商
談が成⽴しました。

出展者の商品の商談が続いており、今後タイへ進
出するきっかけとなる可能性があります。
現地に出向くことにより、現地のニーズを把握す
ることが出来ました。
THAIFEX出展の際に、試食を配布するだけでなく、
商談ブースで積極的な商談が⾏われることで、現
地のニーズを把握し、パートナー企業を選定する
ことが出来ました。

タイ･バンコクにおける⼗勝産⾷品の販路開
拓

展示会「THAIFEX2015」を通じた十勝のＰ
Ｒ及び現地調査を実施

主な補助対象経費

旅費、輸送費、備品借上料、通訳費

企業の地域間交流がスタートし商談が成⽴

十勝産乳製品のタイ市場への参入が目標

海外販路開拓

展示会「 THAIFEX2015 」の様子
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二人旅仕様ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰｳｫｰｸⅡ

ﾀｲﾌﾟCの国内販路の開拓事業

ドリーム・エーティー
有限会社

代表取締役 浅野 秀弘
帯広市⻄20条南3丁目53番22号
URL: http://www.dream-a-t.jp/

TEL:0155-36-7711
FAX:0155-36-7746

E-mail:dream-at@cello.ocn.ne.jp

企業概要
設⽴:1990年
事業内容:⾃動⾞・⼩型船舶

の販売並びにその部
品の販売及び修理業
⾃動⾞修理加⼯業
資本⾦:300万円

従業員数:7名
概 要 二人旅仕様のキャンピングカーウォークⅡタイプCを、

全国の展示会へ出展し販売網を拡大する。

取り組みのきっかけ

国内でキャンピングカーが普及し始め約30年にな
るが、オートキャンプ場の他に最近では全国につな
がる道の駅において、⾞中泊が増加傾向にあります。
また、各展示会にて団塊世代の入場が非常に多く、

既存のウォークシリーズでは、二人旅をしたい団塊
世代の希望である、①収納が豊富②ベッド展開が安
易③⼩回りが利く⾞両というニーズには合致しない
ことが聞取りでわかりました。
そこで、団塊世代を中心とした二人旅に的をしぼ

り、ペット同伴の⻑期滞在型向けに、展示会等での
ニーズを最⼤限取り⼊れた⾞両を全国に広めるとと
もに、当社の知名度上昇も図っていこうと考えまし
た。

取り組み成果

取り組み内容

近年、メディアで取り上げられている⼆⼈旅仕様
キャンピングカーを使う⻑期旅⾏は、荷物スペース
が狭い等不便な点が多いと聞かれる。その課題を改
善した、二人旅仕様のキャンピングカーである
ウォークⅡタイプＣを、東京キャンピングカー
ショー、大阪キャンピングカーフェア、名古屋キャ
ンピングカーフェア、お台場キャンピングカーフェ
アの４箇所の展示会へ出展し販売網を拡大しました。

今後について

今回の4ヶ所の展示会を出展する事により、
80,669名入場していただき、色々な方にキャンピ
ングカーウォークⅡタイプＣを⾒ていただきました。
実⾞を⾒て触って頂く事により、仕上がりや、質感

を実感でき、拡販に繋がったと思います。その結果、
8件注文をいただくことができました。

今後も、今まで以上に展示会に参加し、二人旅仕
様キャンピングカーウォークⅡタイプＣを実際に⾒
て触ってもらい、キャンピングカーの良さを伝えて

いきたいと思います。
また、今後の展示会に向け、30代などの若い⼈向

けの仕様に仕上げていきたいと考えております。

国内販路開拓

二人旅がしたい団塊世代のニーズを取り入れ
たキャンピングカー

4箇所の展示会において、８件の受注

主な補助対象経費

出店料

お台場キャンピングカーフェア

キャンピングカー内の様子

ユーザーの年代に合わせた仕様の製作
国内販路開拓

全国の展⽰会へ出展し販路開拓
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熱流体解析ｿﾌﾄを⽤いた鋳型内流

動解析による鋳造不良低減研究

株式会社進藤鋳造鉄工所
代表取締役社⻑ 進藤 静江
帯広市⻄22条北1丁目5-5

TEL:0155-37-2445
FAX:0155-37-3276
E-mail:info@shindo-fi.co.jp

企業概要
設⽴:1968年
事業内容:鋳造製品の製造、

⾦属精密加⼯、
各種機械設計
資本⾦:2000万円

従業員数:18名
概 要 帯広畜産⼤学との共同により、熱流体解析ソフトを⽤いた鋳

型内の流動解析を⾏い、原型の最適化を図る。

取り組みのきっかけ

鋳造業界では、職⼈の数⼗年に及ぶ経験と勘にの

み頼って、それが最適解と信じて原型製作を⾏って

いるが、その経験と勘が誤った時は、多大なロスを
生じることになります。その課題を解決するため、
新技術の粒⼦法を⽤いた熱流体解析ソフトを使⽤し

ます。このソフトは粒⼦法を⽤いているため様々な

流体解析に⽤いることができます。それによって、

「職⼈の勘」といった非定量的な技術を定量化する

ことでロストテクノロジーを防ぐことが出来ます。
また、本事業では、帯広畜産⼤学と協同で⾏うこと
で学⽣の解析能⼒を考えさせ、更には⼗勝管内企業

へのシーズを高め、また農機具に対する興味を深め
ることで卒業後の十勝への定着を期待したいと思い
ます。

取り組み成果

取り組み内容

従来技術差分法/有限要素法ではなく、新技術で
ある粒⼦法を⽤いた流体解析ソフトを使⽤しました。

このソフトは粒⼦法を⽤いているため、様々な流体

解析に用いることが出来、それにより市場が広く、
単価は比較的廉価となっています。
また、本事業は、帯広畜産大学との共同研究を

⾏っており、堆肥や肥料散布などの熱流体解析の研

究により培ったノウハウを応⽤して鋳型内流動の解

析⼿法の考案や解析及び原型改良の考案、実注湯後

のシミュレートとの差異、問題点抽出を担って頂き

ました。

今後について

解析にはある程度の時間がかかると予想されてい
ましたが、一回の解析に550時間程度、約23日間の
時間を要することとなり、またソフトのバグにより
解析途中でエラーを生じ停止していることもしばし
ば発生しました。これらの問題により1つのパラ
メータを変化させて再解析、検証するためには1ヶ
⽉程度の時間を要しました。

しかし、本事業を⾏ったことで、解析時間の短縮
⽅法の検討、解析精度向上のための試験⽚の検討に

至ることができました。
この新たに考案した試験片が実際に解析時間、解析
精度の向上に効果があるのかは今後の課題となりま
す。
また、本解析手法は従来にない方法ではあったが、

独⽴⾏政法⼈産業技術総合研究所所属の研究室も今

年度から同⼿法による鋳造解析の可能性を検証して

おり、従来解析法の弱点をクリアした今後の鋳造解
析におけるスタンダードになるだけのポテンシャル
は持っていると考えられます。

蓄積したノウハウを元に、現在不良率の⾼い製品

を⼿始めとして原型の形状⾒直しを⾏います。また、
新製品も同様に技術利⽤をし、短納期化、低コスト

化を図り、当社はもちろんのこと発注元の競争⼒強

化へつなげることで更なる信頼を築くことができる

と考えます。

新技術開発

「職⼈の勘」という技術の定量化

熱流体解析ソフトを⽤いた鋳型内流動解析に

よる鋳造不良低減のための基礎研究

解析時間、解析精度の向上に繋がる試験⽚の

検討事項の発⾒

主な補助対象経費

機械購⼊費、資料購⼊費、原材料

副材料費、外注加⼯費

原型の形状⾒直しと技術を利⽤した新製品の

開発
新技術開発

シミュレート画像
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納豆の新商品開発事業

株式会社中田園
代表取締役 中田 晴彦

帯広市東4条南3丁目7番地
URL:http://www.nakataen.com/

TEL:0155-24-7757
FAX:0155-24-7758

E-mail:info@nakataen.com

企業概要
設⽴:1965年
事業内容:モヤシ・納豆・コ

ンニャク・⾷料品そ
の他加工食品の製造
及び卸売業
資本⾦:1000万円

従業員数:18名

概 要 「納豆が嫌いでも食べられる」「健康志向」をコンセプトに
した納豆の新商品開発を⾏う。

取り組みのきっかけ

現状では日々、価格競争の激化する和日配（デイ
リー商品）のカテゴリーから少し距離をおいた商品

を開発し、当社の知名度のさらなる向上と利益の追

求を⾏っています。
現在、当社が持っているお取引先の中における新

規カテゴリーへの参⼊や、新規取引先の開拓を目指

すことによって、「納豆が嫌いでも食べられる」
「健康志向」をコンセプトにした納豆の新商品を開
発製造するという考えに至りました。

取り組み成果

取り組み内容

当社では⼗勝⼤⾖を利⽤した納⾖関連の⾼付加価

値商品を生産することを試みました。
今回の新商品は「納豆が嫌いでも食べられる」

「健康志向」をコンセプトとし、商品開発をするこ
とを目的とし、使用する素材に特にこだわりを持ち
多くのバリエーションの試作品を開発しました。
当初考えていた「そぼろ納⾖」は断念することに

なりましたが、普通の納豆が苦手な消費者様や健康
志向のユーザー様に訴求効果の期待される商品「サ
ラダ納豆（仮称）」の開発に取り組むことが出来ま
した。また、研究機関において分析を⾏うとともに、

フーデックスジャパンに出展し、「サラダ納豆（仮
称）」について、多くのバイヤーの⽅と意⾒交換を
⾏い、興味をもっていただくことが出来ました。

今後について

商品開発と同時に、開発中の商品について各種展
示会や商談においてバイヤーのニーズを聴取し、そ
れを一部反映させた商品開発を実施することができ
ました。
また、社一丸となって商品開発に取り組んだこと

により、今後の別の商品開発にも活用できる体制を
つくることが出来ました。

本事業の結果を踏まえて、展示会や商談会で話を
いただいたバイヤーの方に、今後、打診をとり、商
談を進めていこうと考えています。
また、取引先での商談の機会や商談会等があると

きには、積極的に参加して、本事業で培った検証
データを参考にしてもらい契約を増やしていきたい
と考えています。

新製品開発

さらなる知名度の向上を目指ために

サラダ納豆（仮称）の開発

主な補助対象経費

原材料・副材料費、機械購⼊費、

市場調査費

展示会や商談により顧客ニーズを把握し、反
映させた商品開発

「サラダ納豆（仮称）」の顧客獲得へ

新製品開発

真空包装とカップ「サラダ納豆（仮称）」

真空包装小売用「サラダ納豆（仮称）」
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無塩型次亜塩素酸水を用いた

室内消毒装置の開発事業

株式会社アクト
代表取締役 内海 洋
帯広市⻄21条南4丁目21番地5
URL:http://www.act-hokkaido.com/

TEL:0155-20-4510
FAX:0155-20-4520
E-mail:act@bz01.plala.or.jp

企業概要
設⽴:1997年
事業内容:建築・土木・設備工

事の企画、設計、施工

管理、浄化槽の設計、

製造及び販売

資本⾦:2800万円
従業員数:11名

概 要
畜舎や⼈が⽴⼊る室内空間に無塩型次亜塩素酸⽔を噴霧して

消毒するシステムの製品化を目的とする。また、自社で製造
した次亜塩素酸水の口蹄疫ウイルスの消毒効果の検証を帯広
畜産大学と共同研究により実施する。

取り組みのきっかけ

2000年に宮崎県で三⼾、本別町で⼀⼾の⼝蹄疫が発
⽣し、畜産家だけでなく物流・観光産業にも甚⼤な被
害が生じたことに加え、それらの感染源は依然不明な
ままです。伝染病は発生させないことが一番ですが、
万が⼀発⽣した場合でも移動⾞両や畜舎内を消毒する
ことにより、口蹄疫や鳥インフルエンザなどの重要な
感染症の拡大をも防ぎ、早期沈静化に貢献できます。

弊社はこれまで、-35℃でも、消毒効果を発揮する
凍らない⾞両消毒装置や靴消毒装置を開発、製品化し
てきました。消毒には市販の消毒液に替わり無塩型次
亜塩素酸⽔を⽤い、⾃社で⼤腸菌等の除菌能⼒を検証
し効果を確認しました。しかし病原体は⾞両や靴以外
のルートから感染する可能性もあり、畜産家は大きな
危機意識を持っています。弊社では道庁から次亜塩素
酸水の口蹄疫ウイルスに対する効果について問合せを
受けたことによって、本格的に口蹄疫対策としての総
合消毒システムの開発に着手しました。
本事業では、畜舎や⼈が⽴⼊る室内空間に次亜塩素

酸水を噴霧して消毒するシステムの製品化を目指しま
す。ただし、口蹄疫ウイルスを用いた実験は国内では
動物衛⽣研究所でしか⾏えず、⺠間企業が委託するの
は実質不可能であるため、ベトナム国⽴獣医学研究所
と共同研究を⾏っている国⽴⼤学法⼈帯広畜産⼤学と
共同研究契約を締結し、無塩型次亜塩素酸水の口蹄疫
ウイルスに対する消毒効果を検証します。

取り組み成果

取り組み内容

本事業では、無塩型次亜塩素酸水の口蹄疫ウイルス
の消毒効果と高病原性鳥インフルエンザの消毒効果の
検証を共同研究契約をした帯広畜産大学と実施しまし
た。

室内空間を消毒する噴霧装置を設計・試作し、性能
試験、ランニングコストの検証を⾏いました。
併せて、販売促進のため、北洋銀⾏ものづくりテク

ノフェアに参加しました。

今後について

無塩型次亜塩素酸水が口蹄疫ウイルスと高病原性鳥
インフルエンザに対して安定した不活化効果を⽰すこ
とが確認されました。今後、野外応用に向けた研究の
発展が期待されます。

クリーン・リフレ（無塩型次亜塩素酸水）の使用の
範囲は広く、牛、豚の生体に直接噴霧し工場内に菌・
ウイルスを入れない装置の開発に成功し、現在引合が
来ている状況です。また、搾乳の時のホールディング
エリア消毒や、採精室、⽜舎、処理室内の消毒装置、
哺育牛舎の空間消毒、ほ乳ビンの消毒の設計及び問合
せや、⾒積り依頼などを受けている状況です。

4⽉以降は、商品化・量産化に向けて、外注先を選

定し契約します。また、効果を周知するために、⾒学
会や、デモンストレーション展示会を実施するととも
に、ソーシャルメディアを積極的に活用した販売促進
活動を⾏います。

さらに、今後は、クリーン・リフレ（無塩型次亜塩
素酸水）を使用し、空港等の防疫体制に対応できる商
品開発を⾏いたいと考えています。

新製品開発

無塩型次亜塩素酸水の口蹄疫に対する効果に
関する問合せにより

無塩型次亜塩素酸水の効果について、帯広畜
産大学と共同研究を実施

主な補助対象経費

原材料・副材料費、機械購⼊費、
設計・試験依頼費、市場調査費

無塩型次亜塩素酸水が口蹄疫ウイルスと高病
原性鳥インフルエンザに対して効果あり

クリーン・リフレの商品化・量産化目指す

新製品開発

消毒効果の試験状況
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⼗勝⾳更産の⻩⾝が⽩い卵を使用した
「白艶ﾌ゚ ﾘﾝ」および「白艶ｶﾀﾗー ﾅ」の
新規開発事業

株式会社エイムカンパニー
代表取締役 佐藤 慎吾

帯広市⻄18条南2丁目10-17
URL:http://www.aimcompany.info/

TEL:0155-66-5000
FAX:0155-66-9699
E-mail:jailhouse19991001@yahoo.co.jp

企業概要
設⽴:2007年
事業内容:飲食業、

通『心』販売業
資本⾦:500万円

従業員数:100名概 要 ⼗勝⾳更・⽵内養鶏場の⻩⾝が⽩い卵「⽶艶」を使⽤した⽩

いプリンである「白艶プリン」を製作し、製品イメージに合
致したパッケージ等のデザインを含めた新規の開発を⾏う。

取り組みのきっかけ

当社が展開する居酒屋では、デザートの一つとし
てプリンを提供しています。⼗勝産原料を⽤いた⾃
家製の「極上白艶プリン」は来店する多くのお客様
から注⽂されるだけでなく、⾼い満⾜度という評価

を得ている一品となっています。店舗での提供以来、
固定ファンを獲得することに成功し、プリンの持ち
帰り購⼊を希望される例が増えてきました。
このような背景から、自社としては初の外販製品

として、『白艶プリン』と『白艶カタラーナ』を開
発する計画を⽴てました。既存店舗で提供している
レシピをもとに、来店客のお土産用としての提供だ
けでなく、全国への拡⼤販売を⾒込める製品として

安定的に供給することを目指しています。

取り組み成果

取り組み内容

居酒屋のメニューとして、既存デザインだと『手
作りだと気が付かない』というお客様からの意⾒を
基に、手作り感のあるデザインを試⾏錯誤し、北海
道・十勝をイメージさせ、素材のこだわりが分かり、
⼿作り感がある様なパッケージ開発を⾏いました。

スイーツの商品開発は⽉に⼆度集まり商品開発メ
ンバー、現場スタッフと会議を重ねました。
また、今回の事業で購入した、特殊な冷蔵冷凍

庫・業務用の蒸し器を使用する事により、安定した
味の商品開発が出来、試⾷会や、お客様からの意⾒

を基に何度も試作を重ね、バニラビーンズと⽢味の

減量や、⽣クリームの増量、⽜乳の増量などしまし

た。さらに、商品開発の専門家派遣も受ける事がで
き、ターゲットの絞り込みや、ブランディング等の
様々な知識を学ばせていただきました。

今後について

事業実施の結果、⽩い⻩⾝を持った「⽶艶」と⼗

勝加藤牧場の「ジャージー牛乳」を使用した、プリ
ンとカタラーナを開発することができました。プリ
ンは、居酒屋来店客のテイクアウトや首都圏の物産
展での販売をメインターゲットとし、カタラーナは
通信販売での直接販売や首都圏の小売店への卸売り
などをメインターゲットとしています。また、デザ
インについても産地だけではなく生産者まで指定し、
その徹底したこだわりが伝わるようなデザインを開
発することができました。

今後は、物産展や商談会への出展や通信販売など
に積極的に取り組み販売促進に取り組んでいく他、
⼗勝の⻘果を使⽤した商品レパートリーの増加を検

討していきたいと考えています。また、スイーツ販
売を事業の新たな柱に成⻑させるとともに、スイー

ツ販売から波及させ、カフェ業態への展開も視野に
入れて事業を発展させていくことを考えています。

新製品開発

居酒屋で提供しているデザートを外販用にも
提供したい

手作り感があるパッケージの開発や外販用ス
イーツの開発

主な補助対象経費

原材料・副材料費、デザイン開発費
設計・試験依頼費、機械購入費

ユーザーに伝わるよう、こだわり抜いたデザ
インの完成

さらなるスイーツ販売促進とカフェ業態への
展開も視野に

新しいデザインのプリン

新製品開発

カタラーナのパッケージ①

カタラーナのパッケージ②
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