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　現代医学の検査では異常を発見で
きず、自覚症状もない。そんなごく
初期段階にある病気を、血液中のタ
ンパク質を分析して発見、治療する
ビジネスプランが、最優秀起業家賞
を獲得した。
　金沢医科大発のベンチャー企業で
あるエムシープロット・バイオテクノ
ロジー（内灘町）の友杉直久代表が
提案したこのプランでは、人の体内
にある 20 〜 200 万種類ものタンパ
ク質の中から、特定の病気にかかっ
た際に変化するタンパク質の発現量
を、最新の質量解析システムを使っ
て測定し、病気の早期発見に生かす。
現在、ガン、動脈硬化などの血管疾

患、アルツハイマー病などの神経疾
患の診断に有効なタンパク質の特定
に向けて研究が進められている。
　こうしたタンパク質が見つかれば、
血液を一滴入れるだけで診断できる
簡易検査キットを製作するほか、病
気を悪化させるタンパク質だけを取
り除く薬の開発も進める予定にして
いる。
　同社はすでに、こうした技術を
使って、ドライアイや口の渇きといっ
た症状が特徴の自己免疫疾患である
シェーグレン症候群の診断をビジネ
ス化しており、今後も実用化できる
タンパク質の発見、特定に全力を挙
げる構えだ。

　ISICOは10月7日、県地場産業振興センターで独創的な技術やアイデ
アを持ったベンチャー企業を発掘する「革新的ベンチャービジネスプラン
コンテストいしかわ」を開催した。昨年に続き2回目となるコンテストに
は、全国から36件の応募があり、当日は1次審査を勝ち抜いた7人が、
200人の来場者を前に練り上げたビジネスプランを発表。最優秀起業家
賞1人、優秀起業家賞4人を決定し、ISICO 理事長の谷本正憲石川県知
事が受賞者に表彰状を手渡した。
　審査は（株）アイ・オー・データ機器の細野昭雄社長をはじめ起業家や
経営コンサルタントなど 7人が担当。今年は新たに金融機関の担当者 9
人がゲストとして加わり、関心を持ったプランには「融資検討」「面談希望」
の札を上げてもらい、マッチングを図った。
　以下、各受賞者の提案や現在の取り組みを紹介する。

アメリカ製の質量解析計に検体をセットする友杉代表。コンテ
ストをきっかけに県内機械メーカーとの協力も考えている
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　学生オーケストラを描いた漫画や
テレビドラマが大ヒットするなど、ク
ラシック音楽ブームが訪れている。
しかし、一般の人にとって、大きなホー
ルで開かれるコンサートに足を運ぶ
以外に、生演奏を聴く機会は少ない。
さらに、イベントなどでクラシック音
楽家の演奏を企画しても、どこに問
い合わせればいいのかさえ、分から
ないのが現状だ。
　この問題を解決するのが、金沢市
在住のフルート奏者、田代真佐子さ
んが平成 20 年 4 月に開設した情報
サイト「ムジカー100」だ。ムジカー
100 は、フリーで活動する全国各地
のクラシック音楽家の使用楽器やレ
パートリー、演奏料の目安などが登

録され、e メールで直接、演奏を依
頼できる。音楽家にとっても、個人
の活動では難しい一般向けの広範な
情報発信のツールとして活用できる。
　田代さんは現在、優秀賞獲得を
追い風に ISICO の経営アドバイスを
受け、CD や楽譜のネット販売機能
を付加するなど、情報サイトの一層
の魅力アップに力を注いでおり、サイ
トへの登録料徴収など収益モデルの
確立に知恵を絞っている。

［ 優秀起業家賞 ］

「50 人ほどの登録者を100 人以上に増やしたい。そして、音楽
家同士のネットワークづくりにも役立てていく」（田代さん）

　金沢大学発のベンチャー企業で e
ラーニング用のコンテンツ制作やシ
ステム開発を手がける金沢電子出版

（金沢市）の鈴木恒雄専務は、これ
まで培ってきた独自のノウハウを教
員免許更新講習に応用するビジネス
プランを発表した。
　この講習は、文部科学省が平成
21 年度から導入する教員免許更新
制によって実施されるもの。小中高
および幼稚園の教員は、10 年に 1
度の更新時に大学などで 30 時間以
上の講習を受ける必要がある。
　同社の計画では、この講習をパソ
コンとインターネットを利用して提供
する。受講者数は年間 10 〜12 万人

と見込まれているが、e ラーニング
を利用すれば、講習の受け皿となる
大学は大きく負担を軽減できる。遠
隔地に住む教員にとっても、大学ま
で足を運ばなくていい、好きな時間
に受講できるというメリットがある。
　同社では金沢大学、東京学芸大
学、愛知教育大学、千歳科学技術
大学と連携して、コンテンツ制作と
システム開発を進め、平成 21 年 6
月からの受講開始を目指している。
事業が軌道に乗れば、他の大学にも
コンテンツやシステムを販売する計
画だ。

［ 優秀起業家賞 ］

教材となるコンテンツ開発や営業に精通した人員を増強するな
ど、事業開始に向け体制を整える鈴木専務

ムジカー100 ● http://musiker100.com/

「ムジカー100」のトップペー
ジ。クラシック音楽家を活
動地域や演奏する楽器ごと
に紹介。サイト内で演奏を
依頼したり、試聴できるよう
になっている
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Seven Ventures

　地下水に含まれる大腸菌や人体に
有毒な金属類を調べる水質検査など
の環境検査を、価格や納期、分析
方法などを明示した上で、低価格で
提供するのが太陽テクノリサーチ（白
山市）の大門忠司代表のビジネスプ
ランである。
　大門代表によれば、「検査業界で
はこれまで、価格や納期などの情報
を公開しない慣習があった」という。
しかし、これでは利用者が安心して
発注できないと考え、ホームページ
などにそれらの情報をオープンにす
ることで、分かりやすく、依頼しや
すい環境を整えるプランを計画した。

　また、アスベスト検査を専門とす
る同社がこれまで相互に受発注して
きた全国 18 社の検査会社と協力関
係を締結。検査内容に応じて、その
検査を得意とする企業や安価で請け
負ってくれる企業に発注することで、
価格を業界平均価格の約半額に抑え
る。
　事業は来年 2 月のホームページ立
ち上げと同時にスタートさせ、まずは
食品工場で使用する水に義務づけら
れている 26 項目の検査をセットにし
た水質検査のパッケージ商品などを
企画。3 年後には 1 億円の売り上げ
を目標にしている。

［ 優秀起業家賞 ］

「現在 18 社ある協力企業のネットワークを、将来的には 50 社
程度に増やし、土壌や大気の検査にも取り組みたい」と話す大
門代表

　マイクロエミッション（能美市）の
山本保社長が提案したのは、ハン
ディ元素分析器である。この分析器
は北陸先端科学技術大学院大学の
高村禅准教授の研究を実用化したも
ので、試料をプラズマ発光させた際
に発する光を測定し、カドミウムや水
銀、鉛など 25 の元素を分析できる。
　最大の特徴は、元素分析器の主
流である ICP（高周波誘導結合プラ
ズマ）発光分光分析装置の約 1/100
に抑えられた大きさと重さである。
長さ約 20cm、幅約 10cm、高さ約
11cm、重さ約 1.4kg というハンディ
元素分析器はまさに手のひらサイズ
で、現場に持ちだして手軽に調べる

ことを可能とした。また、初期導入
費用が 1/4 〜1/5、保守管理費用が
1/10 という低コストも魅力で、各種
製造企業の品質管理や大学等での
研究用に用途を見込んでいる。
　平成19 年 9月から販売をスタート
しており、今後は一層の性能アップ
や海外での販路開拓を目指すほか、
排水装置などに組み込んで、水質に
異常がないか常時測定するシ
ステムの構築、商品化を
計画している。

［ 優秀起業家賞 ］

山本社長は「将来は各家庭の水道に取り付けて自宅で水質検査
できるようにしたい」と構想をふくらませている

元素分析器と
しては画期的
な 小 さ さ で、
海外からも引
き合いが来て
いる
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産学官連携をより活発に、より円滑に推進するため
大学と企業を橋渡しするコーディネーターを紹介します。

有言実行。シーズを見つけて
企業とのマッチングへ
石川県立大学
産学官連携学術交流センター長
大山 莞爾氏

　地域の企業と協力して革新的な技術・新産業を
創出することを建学の基本理念の一つに掲げる石
川県立大学では、平成19年4月に産学官連携学術
交流センターを設立し、企業との共同研究や知的
財産管理に向けて体制を整えた。
　センター長を務めているのは、同大学生物資
源工学研究所の大山莞爾教授である。大山教授
は京都大学に勤めていた約30年前からゼニゴ
ケを研究し、葉緑体やミトコンドリアの遺伝子
情報を世界で初めて解析。こうした成果が植物
分子生物学の基盤を構築したとして、今春には
学術賞としては国内で最も権威のある日本学士
院賞を受賞した。
　平成18年度からは北陸電力や小太郎漢方製薬、
総合園芸、アクトリーと協力して、ゼニゴケを遺
伝子操作して、プロスタグランジンやエイコサン
ノイドといった医薬品原料を生産する共同研究
に取り組んでいる。血圧上昇抑制などに効果があ
るこれらの原料は、化学合成に頼っている現状で

はとても高価であり、ゼニゴケを大量栽培する植
物工場での生産が実現すれば、安価での提供が可
能になるという。生物系特定産業技術研究支援セ
ンターの支援事業に採択されたこの研究は、セン
ター設立後、初の大型プロジェクトであり、22年
度の実用化に向けて注目が集まっている。
　このように国などが実施する産学官が連携して
進めるプロジェクトの公募情報などを収集、周知
できるようになったこともセンター発足の成果の
一つである。また、大学としてはこれまでほとん
ど取り組んでいなかった知的財産管理に関して
も、専門のスタッフが対応しており、今年は7件で
特許権を取得した。
　もちろん、企業等の相談を受けて、その内容を把
握した上で、問題解決に最適な研究者へと橋渡し
する体制が構築されており、大山教授は、「大学は
基本的には基礎研究の場だが、センターがそこか
ら応用できそうなシーズを見つけて企業とマッチ
ングしていきたい」と意気込んでいる。

「企業の人が気軽に出入り
できるセンターにしたい」
と話す大山教授

●お問い合わせ
石川県立大学産学官連携学術交流センター
石川郡野々市町末松1-308
TEL.076-227-7566

4大学が連携して研究成果の事業化を後押し
「いしかわ大学連携インキュベータ（i -BIRD）」

　産学官連携によってバイオテクノロジーや食品分野の新事業創出に取り組む企業を支
援するのが、中小企業基盤整備機構北陸支部が運営する「いしかわ大学連携インキュベー
タ（i-BIRD）」だ。平成18年9月にオープンしたこの施設は、企業が低賃料で利用できる
事業化支援施設である。隣接する石川県立大学のほか、金沢大学、北陸先端科学技術大
学院大学、金沢工業大学の4大学が連携してサポートにあたっている。

●お問い合わせ
石川郡野々市町末松3-570
TEL.076-246-4150
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■所在地　　加賀市柏野町イ-61
　　　　　　TEL 0761-77-1616
■代表者　　打出　浩喜
■創業　　　明治21年5月

（株）ウチキ

バイオマス新素材を
山中漆器活性化の契機に

経済産業省が実施する地域産業資源活用事業に認定
された企業にスポットを当て、農林水産物や伝統工芸
品などを活用した商品開発や販路開拓を紹介する。目指せ！石川生まれのヒット商品

S e r i e s

■従業員数　10名
■事業内容　漆器の製造、販売。バイオマス
　　　　　　 合成樹脂材料の製造、販売
●http://www.uchiki-co.com

国・県・市の各種認定を受け、山中漆器産地全体
の活性化に取り組む打出社長

エコ漆器の材料に
切削片を再利用

　 「当社だけでなく、山中漆器
の産地全体の活性化につなが
る一手にしたい」。漆器の製造・
販売を手がけるウチキの打出
浩喜社長がこう大きな期待を
寄せるのが、同社が京都大学の
白石信夫名誉教授と開発した
漆器成型材料の“木質バイオマ
ス樹脂”だ。木質バイオマス樹
脂は白石氏の開発した「バイオ
マス（植物由来）」の液化技術を
用いて木粉を60％以上配合し
たもので、量産用の漆器に使う
合成樹脂に代わる新素材とし
て注目を集めている。
　最大の特徴は「地球環境と人
に優しい」点だ。有害物質の溶
出も環境ホルモンの含有もな
い。さらに、今後、混入する木粉
は、木製漆器の製作過程で発生
する切削片の利用も目指して
いる。
　同社では、熱で溶かして使う
可
か そ

塑性と、金型に入れて熱と圧

力で押し伸ばす硬化性の2種類
を開発した。大量生産向けの可
塑性樹脂をアグリウッド樹脂
と名付け、これを使った商品を

「らぶ・あ～す」の名でシリーズ
化。農林水産省の「バイオマス
マーク」を取得した。「らぶ・あ
～す」には、エコ意識の高まり
から持ち歩く人が増えており、
公的機関からも高い評価を受
ける「蒔絵技法で加飾したジョ
イントMy箸」（つなぎ箸）など
がある。硬化性樹脂は3年前に
完成し、椀や盆などのエコ漆器
を製造。量産をにらんだ次世代
型も最終テスト段階に入って
おり、平成21年から本格的に販
売する。どちらも、コスト面で
合成樹脂と同程度の価格に抑
えられる点も大きな強みだ。

12年間かけて
高品質を追求

　同社が木質バイオマス樹脂
の開発を始めたのは12年前。打
出社長が、テレビ番組でバイオ
マスの液化技術を確立した白
石氏の研究を知ったのが始ま
りだ。「環境を考えた漆器の製
造に応用できると感じた。接点
はなかったが、技術開発をお願
いするため、翌日には京大の白
石先生の研究室に電話をかけ
た」と打出社長。この申し出を

白石教授も快諾し、共同研究は
スタートした。
　しかし、当初はなかなか思い
通りの結果は得られなかった
という。中でも、ネックとなっ
たのが表面の仕上がりで、少し
でも凹凸があると塗りの工程
がうまくいかない。同社では、
山中漆器の伝統美を表現でき
る品質を求め、10年にわたっ
て試行錯誤を繰り返し、問題を
解決するとともに、従来の合成
樹脂と違い、天然木に近い風合
いを実現した。
　これまでにない特徴を備え
た木質バイオマス樹脂は、漆器
業界はもちろん、雑貨や建築部
材などの原料として多様な業
界から注目度が高く、中には海
外からの引き合いもあるそう
だ。「新素材を架け橋として、山
中の漆器産業と他業種のビジ
ネスマッチングが進んでほし
い」。打出社長はこう話し、エコ
漆器の拠点として山中を発信
していく考えだ。

アグリウッド樹脂製のMy箸は、日本有機資源協
会認定のバイオマスマークを取得
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　谷本正憲石川県知事、石井隆一富山県
知事が対談形式で、Sync Lab 主宰の田
柳恵美子氏を司会に、決意表明を述べた。
　谷本知事は、「両県の協同で 1＋1 が 2
ではなく、3 や 4 になるシナジー効果を出
したい。特に、医商工の連携で、医薬品
と食品を絡めた新たな事業を展開するとと
もに、温泉などの観光資源を健康産業の
拡大に役立てたい」と意欲を示した。
　石井知事は、「地方から世界に羽ばたく
事例となり、石川、富山の健康関連産業
を活性化させたい。20 年後には、売上
1 兆円を目指したい」と熱意を語った。決
意表明後、両知事が壇上で握手を交わし、
今後の事業発展を誓い合った。

　パネルディスカッションでは、田柳氏を
コーディネーターに、知的クラスター創成
事業（第Ⅱ期）に携わる大学や企業の代
表者が集まった。パネリストには、中村信
一金沢大学長、田中正人富山県立大学長、
瀧岸眞一横河電機ライフサイエンス事業
部長、濱崎勇二島津製作所分析計測事
業部産学官・プロジェクト推進室副室長、

末岡宗廣エスシーワールド代表取締役社
長を迎え、「世界レベルのライフサイエン
ス研究開発拠点形成に向けて」と題して、
石川、富山を医薬品産業や健康産業の拠
点とするための利点や課題を話し合った。
　中村学長は「地域の科学技術の振興を
目指し、大学同士の連携を強化したい」
と語り、田中学長は「企業との新しい協同
の形を見つけ、製品化を意識した研究開
発に努めたい」と意気込んだ。
　瀧岸事業部長は「金沢は、周辺にライ
フサイエンスに秀でた数多くの高等教育
機関があり、共同研究がしやすい環境だ」
と話した。濱崎副室長は「今回の事業は
北陸に根ざしたテーマだ。産学官のつな
がりを強化して取り組みたい」と述べ、末
岡社長は「地元が本気にならないと成功
はない。5 年の予算を有効に使い、1 年
でも早く事業展開すべき」と、参加者た
ちに発破をかけた。田柳氏は、「市場化
を見据え、ターゲットを絞った研究が必要」
と自身の考えを述べた。
　また、ドイツ・イエナでバイオ事業に携わ
るバイオセンティグ社最高経営責任者の
クラウス・ウルリッヒ博士が「イエナにおけ
るバイオクラスター成功の秘訣」のタイト
ルで記念講演し、事業目標を達成するた
め、インフラ整備や資金調達の必要性を
説いた。

健康関連産業を20年後、
売上1兆円規模に

製品化を視野に新たな事業展開を

上）それぞれが大学や企業の取り組
みをプレゼンテーションした後、第Ⅱ
期のクラスター事業について議論を
展開したパネルディスカッション
下）「事業成功には、マネジメント能力
が不可欠」と語ったウルリッヒ博士

ForumKickoff
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文部科学省の知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）に採択され、石川・富山両県が共同で取り組
む「ほくりく健康創造クラスター」のキックオフ・フォーラムが11月17日、ホテル日航金沢で開
催された。フォーラムでは、事業内容を周知するため、両県の知事の対談やパネルディスカッ
ション、記念講演を通して、知事やパネリストなどが石川、富山の健康関連産業の発展につい
て意見を交わした。この事業は（財）北陸産業活性化センターが中核機関を担い、ISICOと
（財）富山県新世紀産業機構が支援する。
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「ほくりく健康創造クラスター」 キックオフ・フォーラム
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　2つ目の基調講演では、講師
に映画監督の三原光尋氏とプロ
デューサーの三木和史氏、女優の
石川紗彩さんを迎え、「地域での
映画製作・ロケーションの魅力と
可能性」と題し、映画製作を通し
た地方活性化についてそれぞれ
の考えを述べた。
　3人は、金沢市大野を舞台にし
た映画『しあわせのかおり』や、
この中で石川さんが演じたサブ
キャストを主人公としたウェブ配
信ムービー『̶故郷 珠

す ず
洲̶この

街で暮らして行こう』の製作体験
を交えて話した。三原監督は「地
元の人の参加で映画に活力が出
てくる」と地方ロケのメリットを

語り、三木プロデューサーは「低
予算でも、アイデアと発想力、行
動力があれば良質のコンテンツ
はいくらでもできる」と強調した。
石川さんは、珠洲焼について「素
朴な味わいを全国の人にもっと
知ってもらいたい」と語った。

　パネルディスカッションでは、
メディアラグの藤井雅俊代表取
締役が司会進行役を務め、立命
館大学映像学部副学部長の細
井浩一教授、ストリートメディア
の大森洋三代表取締役、映画
プロデューサーの河井信哉氏、
フォーティックデザインの土田
一登取締役をパネリストに、「地
域におけるコンテンツビジネス
について」というテーマで、今後
の地方のコンテンツビジネスの
方向性を探った。
　石川県出身の細井教授は、「石
川と大学のある京都をつないだ
コンテンツをぜひつくってみた
い」と意欲を見せ、大森代表は
「漆器を意味する“japan”を切
り口に、世界に発信するコンテン

ツを制作すれば、日本を代表する
漆器産地・輪島をアピールできる」
と語った。
　これまで、『私をスキーに連れ
てって』や『リング』など40本以
上もの映画製作に携わってきた
河井氏は、「最近は東京でも、小
説や漫画といった原作に頼った
コンテンツが増えてきた。今こそ、
既存のセオリーにとらわれない
地方の斬新な発想が求められて
いる」と訴えた。土田取締役は
「地元企業がタッグを組み、お互
いの意見をぶつけ合うことが地
方のコンテンツ制作では重要」と
意見し、これらを踏まえて、藤井
代表取締役は「石川はコンテン
ツ制作能力が高い。それを産業
に発展させることがこれからの
課題だ」とまとめた。

ISICOは、県との共催で地方のコンテンツビジネス活性化
を目的とした「コンテンツフォーラムin石川～地域の魅力を
コンテンツで世界発信～」を、10月2日に県地場産業振興セ
ンターで開催した。同フォーラムでは、コンテンツ制作の第一
線で活躍するクリエーターらが集まり、石川県にコンテンツ
産業を根付かせるための議論を展開した。前号に引き続き、
今号では、後半部分の基調講演②とパネルディスカッション
を紹介する。

コンテンツを産業に発展させ
地方を活性化!!

良質なコンテンツは
低予算でも可能　

アイデアは東京から
地方の時代へ

コンテンツフォーラム in 石川

地方のコンテンツ制作の未来について、「ITが
キーワードになるのではないか」と議論の起点
をつくった藤井代表取締役

基調講演では、「地方を舞台にした映画は、地
元の人に観てもらうことがうれしい」と3人の意
見が一致した

「デジタルコンテンツにおいて、東京と地方の情報格差は存在しない」
というパネリストの声は、地方のコンテンツ制作の後押しとなった



公募情報

今年も、情報誌「I S ICO」をご愛読いただきましてありがと
うございました。今年は、原油の高騰や急激に景気が悪く
なってきたこと等目まぐるしい年ではなかったかなと思い
ます。来年は、皆様にとって良い年をお迎えできますように
お祈りを申し上げますとともに、より一層お役に立つ情報
をご提供できればと考えております。今回の情報誌作成
に際し、取材にご協力をいただきありがとうございました。

［発行月］ 平成20年12月（年6回発行） ［編集協力］ライターハウス／金沢市問屋町1-75 ［印刷所］ ㈱ 橋本確文堂／金沢市増泉4-10-10

T O P I C S イシコ・トピックス

　（財）全国中小企業情報化促進センターは平成
20年 11月 6日、東京・虎ノ門パストラルで情報
化優良企業表彰を行い、（株）能登前・幸寿し（穴
水町）が奨励企業賞、ISICOが奨励サポート賞を
受賞しました。この表彰は、各県の支援センター
が実施したセミナーあるいは相談、指導等が情報
化の動機付けとなり、情報機器の購入、ソフトウェ
アの導入や開発、ネットワークを構築するなどし
て経営革新等に寄与した中小企業者と、その企業
の情報化支援をサポートした支援センターを一対
として表彰するものです。

特許のことならお任せください！！

　ISICOでは特許アドバイザーが常駐しており、
下記のような知的財産に関する相談に応じていま
す。無料、秘密厳守で相談に応じていますので、
お気軽にご連絡ください。

ISICO知財活用推進室

・無駄な出願を抑えたい
・他社の権利との抵触調査をしたい
・今ある技術を応用して新商品を開発したい
・開放特許を探したい
・異業種の技術を導入したい
・ライセンスによる収入を得たい
・出願手続について知りたい

【お問い合わせ】
（財）石川県産業創出支援機構
特許情報活用支援アドバイザー 
 TEL.076-267-5918

石川県内のネットショップを表彰するコンテストです。
県内のネットショップ運営者に対し、評価を受ける機会
を創出すると同時に、優れた事例から学ぶ機会を提供し
ます。

石川県内に事業所を有する中小企業（個人
も可）とし、ネットショップ担当者が県内
の事業所で従事していること。ショッピン
グ機能がある（買い物かごがある）ネット
ショップであること。
平成21年1月9日（金）17時
グランプリ10万円ほか

http://www.omisebatake-isico.com/
katudou/h20/h20webcon.html

来る平成21年3月29日（日）、金沢市内において「石川
まんが祭り」を開催します。このイベントの一環として、
「第１回石川まんがコンテスト」を実施します。これは、
石川県の魅力を発信する漫画作品コンテストで、入賞者
にはビッグな賞金が提供されます。

石川県（能登、金沢、加賀）の観光資源を題
材にした漫画作品で、未投稿のオリジナ
ル作品。

平成21年1月30日（金）必着
大賞50万円（1名）ほか

http://www.isico.or.jp/manga/

★「 ネットショップコンテスト石川 2008」 ★「第１回 石川まんがコンテスト」

能登前・幸寿司のネット進出をサポートした
ISICOも表彰を受けた

表彰された能登前・幸寿司の橋本代表は
奥能登の味覚をネット販売する

URL URL

情報化優良企業表彰
能登前・幸寿しとISICOに奨励賞

表彰内容
応募締切

対　象

応募締切
表彰内容

対　象

※詳しい応募要項は下記URLをご覧ください。 ※詳しい応募要項は下記URLをご覧ください。


