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平成25年度全国総会「ホテルグランヴィア大阪」で開催
研修を実施。書籍『フィンランドのこころ』
を日本語版に翻訳し

研修講座の開催と更新のための研修会実施。

紹介。国内のサウナ・スパ関連展示会「スパジャパン
（9月）、総

研修事業

合ユニコム
（11月）、国際ホテルレストランショー
（2月）」
を推奨、

て開催。地域における勉強会・セミナー参加を呼び掛け、活動の

案内。
中国瀋陽での第7回東アジアスパ会議は尖閣問題により

奨励及び支援。会員相互の連帯感と従業員の資質向上のため

派遣を中止。

に社員研修用共通入浴券を配布。

機関紙頒布事業

唯一の業界紙である機関紙「SAUNA・

SPA」
を定期発刊。
インターネットによる情報提供事業

公益社団法人 日本サウナ・スパ協会
（中野憲一会長）
は6月5日、大阪市のホテルグランヴィア大阪で、平成25
年度全国総会を開催した。
始めに、今年度総会のホストである関西協会の米田篤
史会長から
「今、大阪は梅田の大規模商業施設オープン
で盛り上がっています。大阪のこの空気を体感していただ
き、
それぞれの現場の一助にしていただければ幸いです。
関西のいわゆるコテコテのおもてなしを一つでも多くご経
験いただいて、充実した時をお過ごし下さい」
との歓迎の
挨拶。次に中野会長から開会の言葉、来賓の厚生労働省
健康局生活衛生課統括補佐の堀川春夫氏が同課課長
依田泰氏からの祝辞を読み上げ、続いて、7月の参院選全
国区に出馬する協会会員の松村譲裕
（よしやす）
氏から挨
拶があった
（4面に関連記事）
。檀上で松村氏を紹介した
中野会長は、
「 思い返すと、震災直後の復興支援活動も
松村さんの要請からスタートしました、本当に実行力のある
方です。頑張っていただきたい」
とエールを送った。
その後、代表理事である中野会長を議長に選出、総会
成立報告を事務局が行い、議事録作成者に米田行孝専
務理事を指名して以下の内容の議事に入った。

平成24年度事業報告

１、
はじめに

国民の健康維持増進を目的に我が国におけるサウナ及び
スパ営業者の資質の向上、サウナ及びスパに関する正しい
知識の普及、営業施設の衛生水準の向上をめざし、健全な

第21回全国サウナ・スパ会議を浅草ビューホテルに

顕彰事業

東日本大震災被災地支援のための募金協力店

34社、
並びに被災地で「希望の湯」
を開設したサイエンス㈱に
新たに公式フェイスブック

対し感謝状を贈呈。
タナカカツキ氏へ特別賞を贈呈。

を立ち上げ情報を発信。

相談事業 サウナ・スパ事業の健全な発展・育成のため、
法的

メディア対応事業 テレビや新聞、
雑誌等マスコミへの情報開示。

許可、
衛生管理基準、
消防基準等についての相談受付。相談

普及啓発事業等 『サ道』
出版記念として、
冷水浴ポスターを制

回数は45件（会員35％、
非会員65％）。

作・配布。
映画「テルマエ・ロマエ」
タイアップポスターを制作・配布。

４、会員拡充事業

日本記念日協会に3月7日を
「サウナの日」
として登録。
『サ道』
著者
タナカカツキ氏をサウナ大使に任命。
その任命式開催をマスコミに

加盟促進に取り組み、基盤の整備に努めた。
５、
その他

通達しネット配信した。
夏の逗子、
冬の新潟県十日町市にてテント

健全財政の確立と公益法人会計業務の適正化に努めた。

サウナ体験入浴会を実施。
ヤフーロコと契約し加盟店をヤフー地

平成24年度収支決算報告の件

図に掲載。
日本赤十字社の協力を得て献血キャンペーンを実施。
各加盟店にて東日本大震災被災地支援の募金活動を実施中。
３、基準策定事業
基準策定事業 「サウナ・スパ営業施設における衛生確保に
関する自主管理基準」並びに「サウナ設備設置基準」の周知
徹底。
レジオネラ属菌及びノロウイルス等感染症発生事例と対
策を機関紙で周知。
㈱日本政策金融公庫融資制度の周知。
優良店認定事業 申請なし
養成研修・資格登録事業 サウナ・スパ健康士／管理士養成

大使の部屋 を
正式OPEN！
協会HP

公益社団法人になって初めての決算のため様式が異なるも
のの、正味財産増減計算書で前年度決算と比較すると非常
にわかりやすい。寄付をアクティブに活用できるように受取寄
付金を科目に加えた事、会員数の減少により収入が減少して
いるが、当面会員各位の負担を重くすることなく健全経営が
可能である旨の説明がなされた。その後、監事の山野克己
氏から ①事業報告等の監査結果 ②計算書類及びその付属
明細書並びに財産目録の監査結果について、適正である旨
の監査報告が行われた。
Oﬃcial facebook Page

tanaka ka2ki
パルコ出版「サ道」

サウナ大使のさまざまな活動を知るこ

調査研究事業

@ka2ki

とができます。

WHAT'S

サウナ大使
日本サウナ・スパ協会が
公 式に任 命した、サウ
ナ・水風呂の素晴らしさ
を世に知らしめる広報
大使であ～る！

サウナ大使活動
予定＆活動報告

に寄与することを目的に、次の事業について都道府県サウナ・
スパ協会と連携協力し公益目的事業を実施した。

Oﬃcial twitter

部屋の中をクリックすると、
タナカカツキ

サウナ及びスパ事業の育成に努め、もって環境衛生の向上

２、啓発普及事業

京都精華大学
水槽学部

タナカカツキの
スクラップブック

公益社団法人移行に伴い刷新した加盟店

看板の配布。
フィンランドに本部を置く国際サウナ協会35周年
ならびにフィンランドサウナ協会75周年記念式典のために中野
会長以下15名が参加、国際交流やスモークサウナ等の視察

Oﬃcial HP
Tanaka Katsuki Web

冷水浴ポスター
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東 京 都 協 会
韓国温浴施設視察研修会

次に、
釜山の代表的ビーチである海雲台（ヘウンデ）
地区にある「ＶＥＳＴＡリゾート」。こちらは海雲台ビー

愛 知 県 協 会 総会

チを一望できる眺めの良い施設として有名で、温泉大
浴場は海側一面が全面ガラス張りになっており、温泉
につかりながら広大な海岸の景色を満喫できます。ま
た、休憩室のスペースもガラス張りになっており、
どこか
らでも素晴らしい景色が見られるようになっていました。
翌日は、釜山の温泉郷「東菜（トンネ）」に数ある

東京都協会（吉田秀雄会長）は 5 月 19 日から 22
日にかけて「韓国温浴施設視察研修会」を開催。会
員、賛助会員 12 名に、㈱ウェルビーの和田秀暢氏（愛
知県協会事務局長）も加わり、総勢 13 名で視察を行
いました。
今回は釜山にも足をのばし、釜山の副都心といわれ
るセンタムシティの「新世界デパート」に併設されてい
る、人気の癒しの空間「新世界スパランド」を視察し
ました。
デパートの中にあるにもかかわらず 2,400 坪と大規模
な施設で、露天の足湯や各種のチムジルバン・汗蒸幕、
ビデオルーム、休憩室、マッサージ、エステ等が三階
分吹き抜けのゆったりしたレイアウトで配置されています。
大規模店舗にも関わらず週末はチムジルバンが満員で
順番待ちをするほどで
すが、訪問したのが月
曜日の午前中ということ
もあり、比較的ゆったり
とした雰囲気でした。

旅館や沐浴場の中でもランドマーク的な存在である「虚

愛知県協会（森信仁会長）は全国総会当日の 11

心庁（ホシンチョン）
」を視察しました。こちらの大浴

時 30 分より総会を開催しました。森会長を議長に任

場は大きなドーム型の天井が特徴でヒノキ風呂や露天

命し、平成 24 年度事業報告・決算報告・同会計監

風呂、たくさんのイベント風呂がそろっています。チム

査報告。平成 25 年度事業計画（案）
・収支予算（案）

ジルバンエリアは別料金ですが、黄土・宝石・炭等を使っ

に関して審議。サウナ啓発活動として、テントサウナ

た多彩なチムジルバンがそろっていました。

を用いたイベントの提案があり、開催を検討すること

その後ソウルへ移動し、翌日は住宅街にある高層ア
パートの地下にあり、地元で人気の「シェルビル炭火
釜サウナ」を視察しました。名前の通り汗蒸幕がかな
りの高温で、入るのに多少の度胸が必要です。さす
がに地元のお客様が入れ替わり立ち替わり利用してお
り、大規模店舗とは違った楽しみ方ができます。
続いて、江南地区の宣陵にある「ロッテ・ＧＭスパ」

となりました。議案すべてが拍手をもって承認され、
議長降壇にて無事総会を閉会しました。

九 州・沖 縄 協 会 第三回会議
九州・沖縄協会（枝元倫介会長）は 6 月 5 日、全
国総会に先駆けて 11 時から発足第三回の会議を開

を視察しました。こちらは一転してビジネス街の真ん中

催、以下の議題について審議を行いました ①前回の

にあり、ロッテのビジネスビルの地下にある施設です。

決定事項の確認とアンケート結果報告 ②正会員会則

平日昼間でも若い人や女性客でにぎわっておりました。

と賛助会員規則の決定 ③既存の賛助会員等の方向

二店舗共ビルの地下にありながら汗蒸幕は薪を燃や

性 ④会員、賛助会員の拡充。入会募集を促すパン

す本格的なものであったのには驚きました。
今回も食事は「サムギョッサル」「お粥」「カンジャン
ケジャン」
「海鮮鍋」等、
韓国のグルメを堪能致しました。

フレット作成の提案があり、次回の会議までに案を
提出予定 ⑤その他。九州・沖縄協会発足式を 9 月
に開催する事、フェイスブック・ツイッターの強化を
足立加奈子氏に依頼する事、が可決承認された。そ

関 西 協 会 総会

関西サウナ・スパ協会（米田篤史会長）は、全
国総会当日午後 1 時から平成 24 年度定例総会を開
会しました。米田会長から日頃の協力のお礼と、
会員相互情報交換し合って今年も頑張りましょう
との挨拶。その後の審議議案は、平成 24 年度事業
報告・会計決算報告・会計監査報告、平成 25 年度
事業計画案の件・収支予算案の件。今年の重点活
動テーマとして、
「青年層のスパ利用誘致及び定着
化活動の強化」
、
「青年層向けスパの魅力の積極的
PR 及び啓発活動」が挙げられ、満場一致の拍手で
承認され、総会は終了しました。

関西協会 勉強会のご案内
他府県協会の方々も、
一緒に勉強しましょう
！

毎年恒例の「第 23 回夏季研修会」を 7 月 18 日（木）
午後 1 時 30 分からサウナ＆スパ大東洋にて以下の内
容で開催します。
【テーマ1】
景気の低迷が続く中、基本に戻って構築のし直しを図る
店の発展及び維持は①顧客のリピートと②新規客の
誘致にある。それをどこまでできているかを問い、活
発な情報交換と討議により重点行動を導き出す。
【テーマ２】
今年の重点活動テーマである青年層のスパ誘致とその定着
スパの魅力の積極的 PR 及びその啓発活動につい
て、討論により実践への糸口を見つける。
一回の勉強会で片付く問題ではありませんが、しば
らくはこのテーマで勉強会を開催する予定です。勉強
会後に懇親会を開催しますが、毎回この時にすごいア
イデアが語られるので、懇親会も勉強の内と考えてご
参加ください。
本勉強会には神奈川、愛知、岡山県協会の方々はす
でに参加していますが、他協会の方で参加ご希望の方
は関西協会事務局に資料請求してください。
問合せ：関西協会・土肥
TEL.06-6211-0463、FAX.06-6211-4335

の後、新賛助会員の㈱高原ミネラルが紹介された。

右側奥から枝元倫介
（会長）
、米田行孝、志賀正浩、左奥か
ら稲葉泰美、足立政則、足立加奈子（敬称略）

寄付金入金状況
5 月 11 日から 6 月 10 日までの寄付金振込金額
は以下の通りです。 本寄付金は東日本大震災の直
接支援に充てられます。
今後とも寄付金のご協力よろしくお願い致します。
■寄付金入金状況(6月10日現在)
アペゼ……………………………………… ￥８,５９９
スパリゾート雄琴あがりゃんせ……………… ￥１７,７６９
横須賀建物㈱…………………………… ￥１１,８３７
国際企業㈱……………………………… ￥２２,６５８
（単位円）
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全国総会 商品展示

サウナマットと乾きの早いタオル
「ドライメリット」を紹介

今年は総会会場内に賛助会員がブースを出し、
商品を展示した。

今回は吸水、
速乾、
抗菌、
防臭に優れ、
協会からも
推奨を受けている
「リポスサウナマッ
ト」
と、
一昨年の
発売以来①乾燥時間23％短縮、
②タオル地の耐
久性向上、
③燃料費・人件費の節約でお客様に喜
んでいただいている
「リポスドライメリッ
ト」
をパネルと一緒にご覧いただ
きました。
ボディにはタオル地ではなくワッフル地のバスローブを着せて、
手触りや重さなどを体感していただきました。
大阪市東淀川区豊里5-8-22☎06-6329-5181（担当：大賀達夫）

新発売！
エナジードリンクをイメージした入浴剤

「乾度良好」のイメージキャラクター
「かんどーくん」誕生！

工業㈱から㈱伊吹正に変更いたしました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

本日はサウナマット2種をお持ちしました。その
うち一つは防炎マーク付のサウナマットです。お
客様のいたずら等で焼けたサウナストーンにマッ
トがかぶさるようなことを想定すると、危機管理
という面でお勧めしたい商品です。もう一つはお馴染みの「乾度良好」です。この度、
「乾度良好」商品シリーズのキャラクターとして「かんど―くん」が誕生しました。繊
細な心をもった可愛いキャラクターです。HPのプロモーションをご覧ください。

滋賀県愛知郡愛荘町1577-2

和歌山県海南市別院597

今年の新製品は「なでしこ」と「栄養ドリンクタイ
プ」です。
「なでしこ」はお花をイメージしたものでお
湯の色はピンク系、甘い香りで発売以来女性を中
心にご好評いただいています。もう１つは、色も香りも元気みなぎるエナジードリンクをイ
メージしたもので、実際にタウリンとローヤルゼリーが配合されています。イベント風呂等
に使っていただくとお客様に楽しんでいただけると思います。昨年末、社名を伊吹正化学
☎0749-42-3311
（担当：石田祥宏）

☎073-488-0336
（担当：松本稔弘）

キリンの本気をお試しください。
新ジャンル「澄みきり」

飲まない女性のサウナ上りに
ノンアルコールカクテル「ゼロカク」

「キリンじゃなくちゃ作れないものをもう一度作
ろう」のスローガンの元、素材、手間、ビール造り
で培ったさまざまなノウハウをすべて注ぎ込んだ
新ジャンル大型商品、
「澄みきり」をお持ちしまし
た。麦100％ながら後味すっきり。新ジャンルのニュー・スタンダードと呼ぶにふさわ
しい、力強く澄みきった味。キリンの本気をお試しください。

サウナにビールはつきもので、スーパードライでお世
話になっておりますが、
今回はドライなノドごし「アサ
ヒドライゼロ」、飲食店での利用が急増しているノンア
ルコールカクテルの「ゼロカク」をご紹介します。ジント
ニックテイスト、
カシスオレンジテイスト、
シャルドネスパークリングテ
イストなど、隣でビールを飲んでいる方に合わせて何かを飲みたい時
にぴったり。
サウナに来られた女性のお客様にいかがでしょう。
大阪市中央区城見1-3-7 ☎06-6944-8610（担当：鈴木三雄）

全国総会 オムニバス

大阪市西区江戸堀2-1-1江戸堀センタービル16F

総会参加者には会場から徒歩圏内のサウナ＆
スパ大東洋、ニュージャパンサウナ梅田店の
2日間有効チケットが配布されており、総会終
了後16時30分～17時40分は体験入浴の時間
が設けられた。
その後、総会と同じ会場で18時から懇親会が
賑々しく開催された。
大阪駅北側にできた
複 合 施 設「グランフ
ロント大 阪 」の開 業
１カ月の来場者数は

懇親会は洪里勝信氏の乾杯の音頭で始まった

☎06-6447-7120
（担当：清水洋平）

7 6 1 万 人で東
京スカイツリーを
約180万人上
回った。

2時間の懇親会は瞬く
間に過ぎ、石垣榮二氏
の中締めの挨拶でお開
きとなった。

「来年は横浜で
お待ちしています！」
会場は横浜ロイヤルパークホテル、
眺望を誇る地上 70 階

懇親会席上、次回総会のホスト協会となる神奈川
県協会の織茂明彦会長から力のこもった決起挨拶が
あった。

総会翌日、恒例の
懇親ゴルフコンペを開催
…総会翌日の 6 月 6 日、恒例のゴルフコ
ンペを宝塚ゴルフ倶楽部で開催し、14 名
が参加しました。金憲碩氏より「来年は
神奈川県協会が総会幹事を引き受けます。

中央が優勝の木澤氏、右…松永氏、左…寺西氏

コンペ会長は木地本さんが頑張りますのでここにいるみなさんは是非来年もご参加の
ほどお願いします」との挨拶があり、参加者から拍手が沸きました。
大阪府議会の浅田議長
に代わり… 大阪 府 議 会
議員… 東… 徹氏が懇親会
に駆けつけてくださった

優勝は木澤賢氏、準優勝松永尚忠氏、第三位寺西輝康氏。優勝の木澤氏は、
「い
つも愛知県からご参加の方が強いのですが、今回は関西勢が優勝し、ほっとしています」
と挨拶。気候もよく気持ちのいいプレーが出来、最高の懇親の場となりました。
協賛御礼：キリンビールマーケティング、アサヒビール、ヤクルト本社、福助石鹸

(4)平成25年(2013)6月15日
ます。昨年完成させていただいた「スパ・ワールド」

講演抜粋

設計の視点から見た温浴施設の
リニューアル（具体例）と業界展
望について
株式会社玉岡設計

さんの「世界の大岩盤浴」もその一つです。温浴業
界は男性主体で、これまで、女性の癒しさえも男性
が作り上げようとしてきました。たまたま岩盤浴が女
性にヒットしましたが、女性にヒットした温浴施設は
岩盤浴が初めてなのではないでしょうか。私はもっと

常務取締役

一級建築士

女性を研究してマーケットを開拓すれば温浴業の未

佐藤満
まざまなタイプの施設が企画され始めたのです。

私たちが温浴施設の設計をする

さて本題のリニューアルの具体例ですが、95 年に

時、何を考えて取り掛かるかについ
て最初に話したいと思います。この表はスーパー銭湯

オープンした三重県桑名市の温浴施設から 10 年目の

ができた 1990 年からの表ですが、右の縦軸に書い

2005 年に改装の依頼を受けました。オープン時に

ている数字は団塊の世代の年齢です。これが大きく

視察した際にはスーパー銭湯としては良くできていて

温浴の変遷に関わっていると考えられるのです。

感動した印象があったので、10 年後のギャップに驚

スーパー銭湯が出来た背景には、団塊の世代が子

きました。当時、温浴施設を改装して成功した事例

供の教育費と住宅ローンに追われ、レジャーも
「安・近・

を聞いたことがありませんでしたが、そのひどい状態

短」が求められました。平成 10 年に団塊世代が 50

でも年間 20 万人の利用があるということなので、常

歳にもなると、バブルを経験した後で、静かなところ

連客を失うことなく新規客を呼び込むことを考え、企

や癒しを求めるようになり、岩盤浴、チムジルバン、

画提案しました。オーナーも賛同してくださり、500

かけ流しがウケるようになります。さらに 10 年すると

坪の施設に 3 億 5 千万円かけ、星川温泉「永楽のゆ」

団塊世代が定年を迎えるころから、リーマンショック

と名称変更してリニューアルオープンしたところ、年

や大震災、建築経費の高騰により温浴業界も停滞し

間集客数が約 4.8 倍になりました。

来が見えてくるのではないかと思っております。
㈱玉岡設計（愛知県名古屋市）
1995年以降手掛けた温浴施設は新築196件（関東80件、中部
30件、関西50件他）、改装50件。その他、老人施設、クリニッ
ク、ローソン、ショッピングセンター、パチンコ店、
マンション、庁
舎、ホテルなど幅広い設計を手掛け、温浴施設の実績数は仕事
全体の約半数。創業1968年、従業員数37名。

「商業・サービス業・農林水産業
活性化税制」をご活用ください
厚生労働省健康局生活衛生課
統括課長補佐

堀川春夫

健康局生活衛生課依田課長が
公務のため、祝辞を代読させてい
ただきます。

たまま時間がすぎました。ところがここにきて、新築

改装のポイントは露天風呂や、炭酸泉などいろい

の引き合いが多く入り始めています。総合ユニコムの

ろあったのですが、大きかったのはチムジルバンだと

心からお喜び申し上げます。日ごろよりサウナ・スパ

6 月号には「温浴ビジネス反転攻勢へ」という刺激的

思います。オーナーと一緒にソウルの施設を視察に

業界の資質の向上、国民の衛生の確保と安らぎの提

タイトルで、個性的な経営スタイルを紹介しています。

行ったところ、
「予算がオーバーしてもいいからあれ

団塊世代が動き出したのでその受け皿として、今、さ

を作ってくれ」という事で、導入しました。韓国式そ

ロウリュ / 滞在

温熱」
、
「雪風呂」など斬新なアイデアを織り込みまし

岩盤浴 / 天然温泉
開発ブーム
（安・近・短）

た。当時流行った「冬のソナタ」を意識して、
「雪風呂」

エコスパ

38～42才

受けを意識して、
「発汗房」、
「岩塩浴」、
「薬草岩塩

多様化

チムジルバン / かけ流し

58～62才
48～52才

のままでなくスチームを取り入れるなど、日本女性の

温浴施設の開発の変遷（平成元年以降）

団塊の
世代の年齢
68～72才

癒し

に小さな雪だるまを二つ並べるなど、女性の好む細
かい気遣いにも手間をかけました。結果、大変繁盛

ボディケア・レストランの充実

する店となったのです。

スーパー銭湯誕生

平成元年
（1988年）

平成10年
（1998年）

平成20年
（2008年）

平成30年
（2018年）

温浴業、サービス業の地位向上を
テーマに、全国区で立候補します
㈱ユーランドホテル八橋

上記以外にも岩盤浴への改装が女性客を呼び込
むようになったリニューアル例をたくさん経験してい
た。縁もゆかりも無い町でしたので、さまざまな社会

平成 25 年度通常総会が盛大に開催されることを

供に貢献なさっておられますことに敬意を表します。ま
た、東日本大震災に際しましてはテントサウナの設置
や無料入浴券の配布などを行っていただき、こうした
活動に関し厚生労働大臣から感謝状を贈呈させてい
ただきます。国民の健康意識が高まり高齢化が進む
中、貴協会の重要性は増すばかりです。引き続き衛
生水準確保を宜しくお願いいたします。
また本年、「商業・サービス業・農林水産業活性
化税制」というものを創設いたしました。これはサー
ビス業の中小企業の方々が 60 万円以上の設備です
とか 30 万円以上の器具を取得した場合、取得価格
の 30％の特別償却または７％の税額控除を認めるとい
う措置で、2 年間に限り実施いたしますので、ご活用
いただければと存じます。

活動に参加しながら人脈を作ってまいりました。結果、

貴協会が新しい発想と創

県の仕事とか町の仕事をする関係から、拉致被害者

意工夫によりますますご発展

の横田ご夫妻にお目にかかり、被害者救出運動に関

なさることを祈念いたしまして

松村讓裕

係、現在秋田の代表をやっております。また温浴業

挨拶とさせていただきます。

東京と秋田でサウナを経営して

界の人間として、サービス業の地位が低いことに悔し

います松村讓裕（よしやす）と申

い思いを抱いています。日本が世界に誇れる業界に

します。7 月 21 日投票の参議院

したい、そのためにはさまざまな国のバックアップが

選比例区に「維新の会」に公認

不可欠です。

代表取締役社長

を受けて全国区から出馬することになりました。もと

拉致問題にも震災復興にも、のんびりとしている日

もと父が、東京都北区のスパ＆サウナ・ロスコという

本という国に憤慨しておりましたところ、この 4 月に

店で協会に入らせていただいており、私は 20 年ほど

維新の会から声をかけていただき、文句を言うのは

前に家業を継ぐために秋田の店を担当、赴任しまし

やめて自分でやろう、と立候補を決意した次第です。

養成講座
募集
開始

第19回
第22回

サウナ・スパ管理士
サウナ・スパ健康士

今年も厚生労働省の後援を得てサウナ・スパ管理
士／健康士養成講座を 9 月から開講します。受講案
内は協会 HP をご覧ください。

