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出店団体募集要項  
２０２２年度同志社クローバー祭実行スタッフ 

 出店募集期間を８/21 まで延長しましたのでスケジュールを変更しています 
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※今年度は新型コロナ感染拡大防止のため、 

来場者数を 1日あたり 2000 人に限定して行う予定です 

 

1.開催日時 

場所：同志社大学京田辺キャンパス + Web 

祭開催日時：2022 年  11 月 5 日(土)  12:30～19:00  

                   11 月 6 日(日) 9:00~17:00 

出店可能時間：2022 年  11 月 5 日(土)  13:00~18:30 

                11 月 6 日(日) 9:00~16:30 

 

2. 出店することができる団体 

〇自営業や販売業などの飲食業を営んでいない団体であること。 

※出店業や飲食業を営んでいる団体の出店は、他団体との共同出店も含めお断りしてい

ます。もし飲食業を営んでいることが発覚した場合、その時点で出店資格を取り消させてい

ただきます。またその際,料金等の不利益につきましてはいかなる理由であっても責任を負

いかねます。あらかじめご了承ください。（ただし、同志社クローバー祭実行スタッフから

の依頼での出店は除きます。） 

出店される団体は以下の区分で分類されます。 

・【学生】… 同志社系列の大学生 

・【一般】…【学生】以外の団体、または教職員 

※同志社系列の OB や OG、学生の保護者は【一般】に属します。 

※出店者が【学生】、【一般】で混合する場合、人数が多い方の区分で分けられます 

【学生】、【一般】の人数が同じ場合は【学生】の区分となります。 
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3. 出店形態について 

同志社クローバー祭では 3 種類の出店形態があります。 

①模擬店 

飲食物を販売するお店です。(※お酒の販売は禁止) 

屋外テントか屋外の屋根付きの場所での出店となります。各自でテントを持ち込む

のは禁止です。 

既製品の販売や、その場で調理をして提供することも可能です。 

※その場で調理をしてその場で提供することができるのは模擬店のみです。 

※模擬店で出店する団体の方々は、全員保菌検査を受けることが必須です。 

   ※模擬店開設届の提出が必要となります。 

   例) 焼きそばやカレーの販売など 

 

②屋外物販 

屋外で飲食物以外を販売するお店です。 

雑貨等のフリーマーケット、小物の制作体験、ゲーム体験など幅広い内容の出店が可

能です。 

屋外テントでの出店となります。(テントは各自で持ち込みのみ持ち込み可能です) 

テント無しでの出店も可能です。 

例)占いやアクセサリー販売など 

 

③教室出店 

大学校舎内(知真館 1 号館の予定))での出店となります。 

出店の内容により、以下の２区分に分かれます。 

A) 屋内物販：飲食物以外の販売・入場料を徴収する出店 

例) 小物の製作体験など 

B) 展示・パフォーマンス：パフォーマンスや展示物の披露     

例) バンドのミニコンサートや生け花の展示など 

※教室出店に関する注意点 

・教室出店は同志社大学生・同志社女子大学生のみ出店が可能です。 
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※模擬店で飲食物を出す際に必要な書類、検査について 

保菌検査 

調理・販売に関わる方と模擬店テント内に入る方全員に保菌検査（検便）を行っていただい

ております。保菌検査を行わない方の出店を許可することはできません。 

応募時の出店名簿記入シートに掲載してある方全員が対象です。 

名簿に漏れが無いようご注意ください。HP の指定の Excel ファイルに記入してください。 

保菌検査キットは出店直前説明会にて配布いたします。 

人数の多い団体や今出川校地の方がいらっしゃる団体は、事前配布をお勧めしております。

事前配布を希望される団体は E-mail にてスタッフまでお知らせください。 

 

食品取扱者証 

保菌検査合格の証明となるものです。 

食品取扱者証には顔がはっきりと映った顔写真(証明写真等)が全員分必要です。 

出店直前説明会で配布し、保菌検査回収の際にまとめて回収します。 

 

模擬店開設届 

模擬店ごとに調理法やテント内の見取り図等を記入した、模擬店開設届の提出が必要です。 

模擬店開設届は同志社クローバー祭実行スタッフで各団体から回収後、山城北保健所へ提

出し、衛生面で問題がないと判断された模擬店のみが出店できます。 

出店直前説明会で配布し、保菌検査回収の際にまとめて回収します。 

 

その他の注意 

食中毒が発生した場合、原因である料理を提供した出店団体の責任となります。 

食中毒予防のため、手洗い、調理器具の洗浄、手袋の使用などを徹底して行ってください。 
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4. 出店料金・関連項目について 

模擬店  

 学生 一般 

基本料金 6,500 円 8,000 円 

保菌検査代 500 円×人数 

電気代 6,500 円×コンセント数 

ガスコンロ代 5,000 円×コンロ数 

保証金 5,000 円 

机椅子 800 円 

   

◼ 色付き欄の料金（基本料金,保菌検査代,保証金）は必須です。 

◼ 2 日間の出店のみでお願いします。 

◼ ブースの広さは p8 をご参照ください。 

◼ 1 コンセントにつき 1400W まで可能です。 

1 店舗あたりの最大ワット数は 4200W です。また、1 店舗での 3 つ以上のコン

セントを使用する場合は各自タップ等のご準備をお願いします。 

◼ 同志社クローバー祭を開催できなかった場合、保菌検査代の返金はできません。 

◼ もし参加をやめる人がいても、保菌検査代の返金はできません。 

◼ 個人で所有しているテント・発電機・ガスボンベ・その他危険物の持ち込みは禁

止です。 

※持ち込みたいものがある場合持ち込み可能かをメールにてスタッフまでお問

い合わせください。 

◼ ブース数は 1 団体につき１ブースのみです。(1 ブースの大きさは p8 参照) 
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屋外物販 

 学生 一般 

基本料金 3,000 円 4,500 円 

電気代 3,000 円×コンセント数 

テント代 6000 円（1.5×2 間のテント） 

保証金 5,000 円 

机椅子 800 円 

◼ 色付き欄の料金（基本料金,保証金）は必須です。 

◼ テント(間口 2.0M×奥行 2.5M)は各自持ち込みも可能です。（p8 参照） 

◼ 1 コンセントにつき 1400W まで可能です。 

◼ 1 店舗あたりの最大ワット数は 2800W です。また、1 店舗でコンセント２つま

で使用可能です。 

◼ ブース数は 1 団体につき１ブースのみです。(1 ブースの大きさは p8 参照) 

    

教室出店 

 屋内物販 展示・パフォーマンス 

基本料金 3,000 円 無料 

電気代 無料 

保証金 5,000 円 

 

◼ 色付き欄の料金（基本料金,保証金）は必須です。 

◼ １教室あたりの最大ワット数は 1800W です。 

◼ 一団体、一教室の出店でお願いします。様々な団体に出店していただきたいので、

２教室以上の出店は認めていません。ご了承ください。 

◼ 教室出店に関しては机椅子の貸し出しはございません。各教室に設置されている

机椅子をご使用ください。 

◼ 机椅子が固定されている教室と自由に動かすことが出来る教室がございます。ま

た出店応募時に使用可能教室のご希望の教室を選んでいただくことはできます。

使用教室は知真館 1 号館の教室を予定しております。 
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ブースの大きさ 

＜模擬店＞              ＜屋外物販＞ 

 

  

 

 

 

 

両ブース共、間口の幅は貸し出し備品の長机(p10 参照)が一つ入る長さとなっています。 

テント内は新型コロナウイルス感染予防のため、常に５人までになるようにしてください。 

６人以上テント内にいることが発覚した場合、その場でのスタッフによる注意と保証金減

額の対象となりますので、ご注意ください。 

 

電気ワット数について 

模擬店は 4200W、屋外物販は 2800W で、教室出店は 1800W まで利用できます。 

同志社クローバー祭では、外部業者によってテント・発電機の設営を行っております。 

申請以上の電気を使用されると発電機トラブルにより電気が使用できなくなってしまう場

合があり、他団体・来場者に迷惑・危険が及ぶ可能性があります。 

絶対に申請以上の電気を使用しないでください！ 

 

保証金制度について 

同志社クローバー祭では、祭りの円滑な運営のために事前に保証金として、5,000 円をお

預かりしております。祭り期間中、ルールを遵守していただいた団体には全額返金させて

いただきますが、スタッフが違反行動を見つけた場合には規定の金額を保証金から引かせ

ていただきます。 

奥行 2.7M 

間口 3.0M 

奥行 2.7M 

間口 2.5M 
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ルールにつきましては現在 2022 年度版に改定したものを作成中です。ルールの詳細につ

きましては、この募集要項に従って運営していただければ特に問題ございません。 

また、参考程度とはなりますが、2019 年度の保証金の減額対象を HP に記載しております

のでご確認いただけると幸いです。今年度版は 2019 年度をもとにコロナ対策についての

要項を追加する予定です。今年度の確定したルールにつきましては出店直前説明会にて説

明いたします。 

 

保証金の振り込みは出店料金とまとめてお支払いしていただきます。 

出店料金の振り込み先につきましては、振り込み額の確認メールと合わせて 8月 23 日ま

でに連絡いたします。また、振り込み先はゆうちょ銀行のみとなります。 

振り込み手数料につきましては各団体様自身のご負担となります。ご了承願います。 

また、保証金の返金は、クローバー祭終了後 1ヶ月以内に振り込みにて行います。 

詳細の説明は出店直前説明会で行います。 

 

団体数の上限 

今年の同志社クローバー祭につきましては、新型コロナウイルス感染対策のため規模を縮

小して行います。それにより出店できる団体数に上限を設けることとなりました。 

各形態の具体的な上限ブース数は、 

・模擬店：１８ブース 

 【一般：２】 

【学生（食に関するサークル優先枠）：４】 

 【学生（同志社公認団体または学生支援センター登録団体優先枠）：４】 

 【制限なし：８】 

・屋外物販：9ブース 

【京田辺市民優先枠：５】 

・教室出店：５ブース（同志社・同志社女子大学生のみ） 

となっております。 

各形態ごとの内訳は応募数により変動する可能性がございます。 

また、上限を超える応募があった場合各項目ごとの抽選とさせていただきますので、ご了承

ください。 

優先枠を応募される団体様は Google Form の優先枠に該当するチェック欄にチェックを入

れてください。また該当しない項目にチェックをした場合、以後の出店応募資格の欠落とさ

せていただくので、絶対におやめください。 
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5. 利用できるサービスについて 

※本項目の詳細は、出店直前説明会で説明いたします。 

①荷物預かり所 

  出店可能時間外において出店位置に机・椅子・ブルーシート以外の荷物を放置すること

や、出店可能時間内外問わずブース内以外への荷物の放置は防犯・衛生面から禁止して

おります。 

  ただし、出店可能時間外に机の中に荷物を入れておくことは自己責任の上で許可致し

ます。 

  ※近くのベンチや芝生に荷物を置くことも禁止しております。 

  上記のことを防ぐために荷物預かり所では出店団体の荷物預かりを行っております。 

  ただし、食品・貴重品はお預かりできません。 

   

②車両入構許可証 

出店者の方々に限り荷物搬入目的での大学への車両入構を認めております。 

(1 店舗２台まで) 

その際に「車両入構許可証」が必要となります。必要な方は出店応募フォームにて申請

してください。 

 

③宅配サービス 

出店に必要な荷物を同志社クローバー祭前日までに郵送していただき、祭当日に荷物

預かり所にてお渡しすることができます。郵送日に関しては出店直前説明会にて連絡

させていただきます。 

 

④ポスター掲示 

同志社大学の京田辺キャンパスに１団体につき 10 枚までポスターを掲示することがで

きます。同志社クローバー祭実行スタッフの確認後、掲示可能となります。 

掲示期間など詳しくは出店直前説明会にてお知らせします。 

 

⑤貸し出し備品 

・耐熱ボード 

耐熱効果のある白い板です。 

ガスコンロを使用する団体はガスコンロ 1 つあたり 1 枚を貸し出します。 

※料金はガスコンロ代に含まれております。 
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※破損・落書きなどがありましたら弁償していただきます。 

※耐熱ボードを使わないガスの使用や耐熱ボードの持ち込みは安全性の観点から認め

ていません。 

 

・⑥机椅子 

貸し出し個数に関わらず、一律 800 円です。 

長机（縦 40cm×横 180cm×高さ 70cm） 

長椅子（縦 30cm×横 170cm×高さ 40cm） 

※上記のサイズと p8 のブースの広さを貸し出し個数の参考にしてください。 

※貸し出しの個数は出店応募フォームにて申請をお願いいたします。 

※運搬は各自で行っていただきます。 

詳細は出店直前説明会にてお知らせします。 

※破損・落書きなどがありましたら弁償していただきます。 

 

・⑦ガスコンロ 

 

貸し出し可能なものはガスコンロのみとなりますので、鉄板などの調理器具は各自で

ご用意ください。 

※設置・片づけは業者が行います。 

※持参はお断りしております。 

※破損などがありましたら弁償していただきます。 

※ガスコンロ数の申請は、出店応募フォームにてご記入をお願いします。 

ガスコンロ数に関しましては出店応募締め切りの 8 月 21 日(日)23:59 以降の変更は受

け付けておりませんのでご了承ください。 

 

⑧電気 

使用ワット数・使用器具を正確に申請してください。 

申請していない器具の使用があった場合は罰則を与える場合があります。 

絶対に申請量以上の電気を使用しないでください！ 

※申請可能なワット数は p6.7 を参照してください。 
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※１コンセントあたり使用できるワット数は 1400W です。  

※私物の発電機の持参は禁止しております。 

※暖房器具や携帯電話の充電などの使用は盗電扱いとなり禁止しております。 

※電気使用ワット数の申請は、出店応募フォームにてご記入をお願いします。 

電気に関しましては出店応募締め切りの８月 21 日(日)23:59 以降の変更は受け付けて

おりませんのでご了承ください。 

 

⑨消火器 

  祭り当日は、１団体につき一本の消火器を設置いたします。 

消火器の運搬に関してはスタッフが行います。 

※消火器を設置するのは火を扱う模擬店のみとなっております。 

 

 

6. 新型コロナウイルス感染症対策について 

新型コロナウイルス感染防止のため、クローバー祭は過去２年間の対面での開催を行って

おりません。現時点では対面での開催ができるという判断の下で本資料を作成しておりま

すが、今後の感染状況や関係各所からの指導によっては、対面での開催を取りやめオンライ

ンのみでの開催となる可能性がございます。大変恐縮ではございますが、開催中止となった

際に団体様に生じる不利益（仕入れ代やその他準備費など）はいかなる理由であっても責任

を負いかねます。あらかじめご了承ください。ただし中止の際、出店料金に関しては全額返

金させていただきます。（保菌検査後の保菌検査費用の返金は不可） 

 

詳しい感染対策に関しては出店直前説明会にてお伝えさせていただきます。 

出店者への新型コロナウイルス感染防止対策のお願い 

◼ 発熱・体調不良者の来場禁止 

◼ マスクの正しい着用 

◼ 手指や机イスなどのこまめな消毒（各自用意） 

◼ ブース内の密防止 

◼ 来場者に対する感染対策の呼びかけ 
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7. 応募に関して （8/12 より日時を変更しております） 

出店応応募締め切り日時は 2022 年 8 月 21 日(日)23:59 までとなっております。 

応募していただいた後、出店応募締め切り日の２日後 8 月 23 日(火)23:59 までに出店内容

と振り込んでいただく出店料金を記載した仮確定メールを送ります。 

出店応募数が上限を超え、抽選に外れてしまわれた団体様にもメールは送らせていただき

ます。 

8 月 24 日(水)になりましても、メールが送られてこない場合はご連絡ください。 

 

① 出店応募内容変更について 

また、出店応募情報の変更は 8 月 28 日(日)23:59 までといたします。応募内容に変更があ

る場合メールにてご連絡ください。 

それ以降につきましては次項の場合の変更以外は対応できませんのであらかじめご了承く

ださい。 

【８月 23 日(火)以降も変更可能な項目】 

 ・机・椅子の個数の変更（有無の変更は不可） 

 ・車両入構の有無 

 ・宅配サービスの利用の有無 

※8 月 22 日(月)0:00 時点で保菌名簿リストに載っていない人を追加したり、既に載ってい

る人と交代することはできません。） 

 

上記の項目の変更は、9 月 30 日(金)23:59 までといたします。 

変更は、メールにてスタッフまでお知らせください。 

※出店料金振り込み後、出店内容の変更又はキャンセルは一切認めていませんのでご注意

ください。 

 

② 出店料金振り込みについて 

8 月 23 日(火)23 時 59 分までに、出店仮確定メールをご登録いただいたメールアドレスに

配信いたします。そのメールに出店料金と振込口座を記載しております。出店内容に誤りが

ないかをご確認の上、振り込み期日 8 月 30 日(火)までに出店料金を指定の口座に振り込ん

でください。出店料金のご入金が確認でき次第、受付完了となります。 

受付完了の団体には、8 月 31 日(水)17:00 以降出店確定メールを送信致します。 

3 日後の 9 月 3 日(土)23:59 までに出店確定メールが送られてこない場合は、お手数ですが

ご連絡ください。 
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※期日までに入金が確認できない場合は出店取り消しとさせていただきます。 

振り込み期日は 8 月 30 日(火)です。 

 

③ 出店直前説明会への出席 

9 月中旬に出店直前説明会を行います。出店直前説明会では、出店直前説明会資料、車両入

構許可証、保菌検査キット、模擬店開設届、食品取扱者証を配布いたしますので、各団体に

つき１名必ずご参加ください。 

日程や場所等のご案内はご登録いただいたメールアドレスに、出店確定メールと併せて送

信いたします。 

 

 

 

8. 今後の流れ （8/12 より日時を変更しております） 

   

~8/21 出店応募募集締め切り 公式HPから 

8/23 出店団体確定 

出店仮確定 or 落選メール送付 

抽選の可能性あり 

出店仮確定メール送信 

8/23~8/28 出店応募内容変更期間 出店形態の変更は不可 

振込案内メール送信 

8/30 出店料金振り込み締め切り 締め切り後の振り込み

は認められない 

8/31~9/3 出店確定メール送付  

9 月中旬 出店直前説明会 保菌検査キット・模擬

店開設届・食品取扱者

諸証配布 

9/30  保菌検査・模擬店開設届・食品取扱者証回収 京田辺キャンパス別館

にて対面で受け渡し 

10/7 上記事項再提出締め切り これ以降の再提出は 

原則認められない 

11/5・6 クローバー祭当日  

11/17~11/23 保証金返金  
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9. 出店 Q&A  

≪出店申し込みに関して≫ 

Ｑ：出店審査はありますか？ 

A：あります。エントリー内容が出店条件（p3 参照）に違反していないか、また前回

の出店やエントリーの際にルール違反がなかったかなどを審査いたします。 

 

  Q：写真の使用目的は？写真がないと応募できませんか？ 

  A：写真は各種広報物（パンフレット・ポスターHP など）に使用いたします。 

出店内容が分かりやすい写真・画像を提出してください。 

保存形式は、PDF(10MB 以内)でお願いします。 

 

Q：複数団体共同で出店することは可能ですか？ 

  A：可能です。 

共同で出店される方は、エントリーフォームの備考欄に共同出店者名・共同出店者

の販売詳細内容をご記載ください。なお、共同出店する場合も出店名は一つ、出店

直前説明会資料などの配布も代表者のみに限らせていただきます。 

他団体との共同出店においても、販売業を正業としている方の受付は致しません。 

 

  Q：開催日時の一部の時間の出店という形式で申し込むことはできますか？ 

A：できません。二日間とも出店可能時間での出店でお願いします。 

 

  Q：参加者が未定でも保菌名簿リストは必要ですか？ 

  A：食品を扱う団体はいかなる理由においても保菌名簿リストの提出は必要となります。 

 

  Q：開催中止になった場合返金されますか？ 

A：出店料金は返金いたしますが、8 月 30 日 23：59 以降の保菌検査代は返金できませ

ん。 

 

    Q:出店のキャンセルはいつまで可能ですか？ 

A：申し込みをされた時点で出店応募に参加されたとみなしますので、8/21(日)以降

のキャンセルは受け付けておりません。 

※新型コロナ感染ウイルス拡大に伴う開催中止が決定した場合、全額返金いたしま

す。ただし、保菌検査代は返金できません。 
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※コロナ感染状況による開催中止につきましては 10 月頃にお知らせできるかと思い

ます。詳細は出店直前説明会で説明いたします。 

 

≪出店全般について≫ 

  Q：ブースとは何ですか？ 

  A：ブースとは出店スペースのことです。販売品・備品を定められた区画内に収めて

ください。ブース区画以外でのビラ配りなどの営業活動は保証金減額等の対象と

なりますので、絶対におやめください。 

 

Q：出店場所の指定はできますか？ 

A：出店場所についての要望はお受けできません。 

  当事者間で同意が得られた場合でも、変更は禁止します。 

 

Q：出店名はどこに表示されますか？ 

A：出店番号・団体名・店舗名を印字し、ラミネートしたものをスタッフがテントに

貼りますが、それ以外のものを各自でご用意していただくことも可能です。 

  なお、申請した出店名はパンフレット及び同志社クローバー祭ホームページに記

載いたします。申請締め切り後に店舗名・団体名の変更はできませんのでご了承

ください。 

 

Q：備品の持ち込みに制約はありますか？ 

A：ガスボンベ・発電機などの持ち込みはできません。 

  また、模擬店では、テントの持ち込みも禁止です。 

 

Q：ガスコンロ以外の電気調理器具の使用はできますか？ 

A：使用する電化製品を事前に申請していただければ、使用することができます。 

 

Q：出店者用の駐車場はありますか？ 

A：同志社クローバー祭開催期間中（11 月 5 日(土)～11 月 6 日(日)）は、大学構内に

出店者用の駐車場を設けております。駐車場のご利用を希望される方は、出店応

募フォームにてお知らせください。また、駐車場の利用は 1 店舗当たり２台まで

といたします。 
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Q：販売するものに規定はありますか？ 

A：お酒の販売は禁止で、チョコレートボンボンなどアルコール分の含まれるものも

販売禁止とします。ただし、料理酒の使用は可能です。また、校内での飲酒も禁

止です。 

 

Q：一つの団体で複数の部門での出店はできますか？ 

  A：出店料金はそれぞれ必要となりますが、可能です。（保菌検査代を除く） 

 

Q：調理に関わらない人も保菌検査が必要ですか？ 

A：必要です。 

  模擬店での出店に参加する方全員が保菌検査を行わなければなりません。 

 

Q：振り込み人名義は代表の名前ですか？振り込んだ人の名前ですか？ 

A：振り込み人名義は口座の持ち主でお願いいたします。 

  また、口座の持ち主を代表者にしていただけると、情報を扱う面でありがたいで

す。 

 

 

≪その他≫ 

Q：ペット同伴はできますか？ 

A：できません。 

 

Q：総合案内所で両替はできますか？ 

A：できません。釣銭は各自でご用意ください。 

 

その他、ご質問等ございましたら本資料に記載のメールアドレスにご連絡ください。 
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＊個人情報の取り扱いについて＊ 

同志社クローバー祭では、個人情報について、学校法人同志社の 『個人情報保護の基本方

針』 等に基づいて適正な管理を行うとともに、個人情報の保護に努めます。 

1. 利用目的 

    同志社クローバー祭では、各種個人情報を同志社クローバー祭の運営に関してのみ利

用します。 

2. 個人情報の取り扱いに関する問い合わせについて個人情報の取り扱いに関する問い合

わせについては連絡先（p19 参照）にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同志社の個人情報保護の基本方針 

2017 年 5 月 30 日 

同志社は、個人情報保護の重要性を深く認識し、個人情報保護の基本方針を以下のように定め、その周知

徹底を図り、個人情報保護に努める。 

 

【A】 個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報の保護に努める。 

【B】 個人情報の収集、利用及び提供を行う場合には、法令等に基づき、安全かつ厳正な管理に努める。 

【C】 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの予防並びに是正に努め

る。 

【D】 収集した個人情報は、あらかじめ定める利用目的の範囲内でのみ利用する。 

【E】 個人情報保護の取組みは、継続的に見直しを行い、改善を図る。 

以上 

(同志社大学 HP より抜粋) 
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【お問い合わせ】 

同志社クローバー祭実行スタッフ事務室 出店担当 

責任者：    田中裕生 

E-mail     store-clover@mail.doshisha.ac.jp 

URL  https://cloverfes.com/         

   

 

住所 〒610-0394 

  京都府京田辺市多々羅都谷 1-3 同志社大学京田辺キャンパス 別館 BOX327 号室 

 

同志社クローバー祭  

Twitter                     @cloverfes  

Instagram                  @cloverfes  

LINE@                     @ivq2429g    

      

                     Twitter              LINE 

ぜひフォローしてください ♪ 

 

ご質問があればお気軽に上記のお問い合わせ先までご連絡ください！ 
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