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「半分、青い。」の舞台になった

人気ドラマ

岐阜県恵那市岩村町に遊びに行こう！
大人気放映中の連続テレビ小説「半分、青い。」。永野芽郁演じる鈴愛から目が離せない！
という方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。秋号では、鈴愛の故郷としてロケ地となっている、
岐阜県恵那市岩村町について紹介します！ おいしいご当地メニューにも大注目です。

ドラマのロケに使われた場所はココ！

西町一丁目商店街
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あらすじ

やすだや洋品店

女城主として岩村城下をおさめたことから
「女城
主の里」
と呼ばれ、国の重要伝統的建造物群保存
地区に指定されています。
ドラマでは ふくろう
商店街 としてロケ地に使われました。

ノスタルジックな雰囲気が漂う地
元の方々が多く訪れるファッション
センター。
ドラマでは、鈴愛の同級
生の菜生の実家「おしゃれ木田原」
として登場しました。

岩村川

岩村川にかかる橋や路地

地元の方々が岩村駅から岩村本通りを
結ぶ近道として愛用。
ドラマでは、鈴愛
の両親が歩きながら鈴愛を産む決意し
たり、鈴愛の祖父が自転車で転倒する
シーンなどに使われました。

河川公園

他にも魅力的な
観 光 ス ポット が
盛りだくさん！

五平もちみはら

岩村町799-1
10：00〜18：00

1

ドラマ番組紹介パネル、等身大
パネル、小道具、ロケ風景写真、
オープニング映像で利用され
た衣装やアイデア傘などを展
示しています。等身大パネルの
前で記念撮影もできますよ。

西町一丁目
商店街

●開催日時／9月29日
（土）
まで
9：30〜16：30
●開催場所／「勝川家」
にて開催中
●休み／9月までは無休。
10月から毎週火曜日、年末年始

2 やすだ用品店
3 岩村川に
かかる橋や路地

春になると桜がきれいに咲き乱れ
ることから、大勢の方々に利用され
ています。
ドラマでは、小学生の鈴
愛が耳の異変に気付いたり、高校
時代、鈴愛と律が語り合うシーンの
舞台として利用されました。

２種類のわらじ型五平餅（ねぎ味噌、ごま
だれ・1本200円）が人気。テイクアウトし
て食べ歩きするのも楽しいですが、イート
インならお茶と小鉢が付きます。

「半分、青い。」展が開催中
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宿泊

岩村駅

4 河川公園

岩村町MAP

川

村

岩

松浦軒本店

泊まって恵那の町を楽しもう！

天然温泉 絶景の宿「恵那峡グランドホテル」

住所:岐阜県恵那市大井町２７０９-７７
恵那峡を見下ろす高台に建つ温泉ホテル。岩村地区まで車で約３０分です。

岩村城跡

創業寛政八年から営業を続けている老舗。 日本百名城日本三大山城の一つで、高い所(標
江戸時代に長崎より伝わったポルトガル伝 高717m)に築かれ、高低差180mの地形を利
来の製法を守り続けている懐かしい味わい 用した山城です。霧の湧きやすい気候である
ことから、別名
「霧ケ城」
とも呼ばれています。
のカステラです。

0573‐43‐2731
火

岩村町本町3‐246
0573‐43‐2541
8：30〜19：30
なし
（元日のみ）

岩村町城山
なし
なし

0573-43-3057

東北・関東方面から行く場合も、関西方面から行く場合も、
名古屋を経由して中央自動車道を利用するのが便利です。

アクセス
車の場合
名古屋IC

中央自動車道
約50分

恵那IC

国道257号線

岩村町

約20分

電車の場合
JR新宿駅

約20分

約60分

JR恵那駅

東海道新幹線

JR名古屋駅

約1時間30分
明知鉄道
約30分

極楽駅

JR中央本線

JR品川駅

飯羽間駅

JR名古屋駅

JR山手線

岩村町

インスタグラムキャンペーン第4弾
大好評のインスタキャンペーンの第4弾を開催します。ふるって投稿・ご応募ください。

好評につき第4弾！ パンプキン

「私の健康法」を投稿しよう！

テーマは
「私の健康法」
です。例えば、マラソン、ウォーキング、ヘルシーな食事、
愛犬との散歩や子供たちと体を動かすなど、体を健康にする方法、趣味に没頭する、
絶景を見に行く、温泉に入るなど、心を健康にする方法など、
第3弾の結果は
皆さんが取り組んでいる健康法に関する投稿をお待ちして
WEBで！
います。
「 いいね！」
を数多く獲得した組合員の方にとっておき

インスタグラムキャンペーン
Step1

Instagramのアプリから
パンプキンオフタイムアカウントを
フォロー

Step2

健康法の写真にハッシュタグ
「パンプキンオフタイム」をつけて
Instagramに投稿

ハッシュタグ

＃パンプキン
オフタイムを

のプレゼントを贈ります。

付ける！

★上記キャンペーンは
「セブン＆アイグループ労連 組合員」
向けです。
★
「いいね」
で同数の方がいらした場合は、
投稿日が早い方を優先いたします。

2018年12月31日投稿分まで

「いいね！」
パンプキン賞

１位

Step3

「いいね！」を数多く獲得した組合員さん、
一番数多く投稿した組合員さんに
ダイレクトメッセージでご連絡いたします。＊

当選は
ダイレクト
メッセージで
お知らせ！

@pumpkin̲oﬀtime
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パンプキンオフタイム
オリジナルクオカード3，
０００円分

＊パンプキンオフタイムの会員登録が必要となります。

2位

同上 2,0００円分

3位

同上 1,000円分

Web会員登録がまだ
お済みでない方はコチラ

実はこんなに楽しめる
場所があった！

ディズニーリゾートの周辺で楽しめる

スポット大特集
P a r t .1

遊びに行くと気分が一気に盛り上がるディズニーパークですが、実は、周辺にも
思う存分楽しめるスポットがあるってご存知でしたか？ パーク内と同じお土産
が買えるショップや家族で楽しめるエンターテイメントたっぷりのレストラン、イ
ンスタ映えスポットなどおすすめ情報をご紹介。ディズニーリゾートに近いのに
お得に泊まれるホテル情報もあるのでお見逃しなく。
IY労組・Tさんが
教えてくれた！

パーク内と同じお土産が買えるショップ!
パーク内と同じお土産が買え

ボン・ヴォヤージュ

お土産情報

フェスティバル・ディズニー

ディズニーアンバサダー
ホテル内にあり、ホテル
のオリジ ナルグッズも
販売しています。

フランス語で「よい旅を」
という意味が込められた店名の「ボ
ン・ヴォヤージュ」。京葉線の舞浜駅から徒歩3分の近さにあ
る国内最大級の広さのディズニーショップ内には、東京ディズ
ニーランドと東京ディズニーシーのグッズが売られています。
0570-00-8632
（東京ディズニーリゾート・インフォメーションセンター）
7:30〜23:00

産
こんなお土

が買えます

♪

階数／1F
営業時間／8:00〜23:00

パークウェイギフト・サウス

東京ディズニーシーのゲート前にあり、パーク開
園30分前から閉園30分後まで営業しています。

ホテルミラコスタ内
ミッキランジェロギフト限定
ネックストラップ付きパスケース
￥1,500

ディズニー・マーカンタイル

ディズニーホテル内でも
最大規模のディズニー
ショップです。

営業時間／7:30〜22:30

階数／1F
営業時間／8:00〜23:00

ミッキランジェロ・ギフト

1930年代のアメリカでブームとなったスーツケースと帽子箱をモチーフとしたユニーク
な外観。 店内にはキャラクターをモチーフにした飾りが点在しています。 スピーカーが
ミッキーの形に！
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プロムナードギフト

東京ディズニーシー・ホ
テルミラコスタ内にあり、
ホテルのオリジナルグッ
ズも販売しています。

35周年記念限定
ミルクチョコレートクランチ
￥1,500

35周年記念限定サングラス
￥2,000
ホテルミラコスタ内
ミッキランジェロギフト限定
バニラサンドクッキー
￥1,300

階数／2F
営業時間／8:00〜23:00

「プロムナードギフト・イースト」
もあり、東京ディズニー
ランドのメインゲートの両サイドに位置しています。
営業時間／7:30〜22:30

Pa rt.2

親子で楽しめるレストランはここ!

おせんべい
36袋入り
（しおあじ3種）
￥800

Pa rt.3

インスタ映えスポット!

レインフォレストカフェ

撮影した
場所はここ！

熱帯雨林のムードを演出したモチーフがもりだくさん！

★

店内は、空にひびく雷鳴や鳥のなき声、
動くゾウやゴリラをはじめ、あざやかな
魚たちがすぐ近くに。ジャングルの中
で食事をしているような雰囲気を味わ
える、体験型のレストランです。

▲

yuki0904dさん

舞浜駅から東京ディズニーランドまでの道の途
中にある銅像です。夕暮れ感とグーフィーのシ
ルエットのコラボが見事に演出されています。

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ2F
047-305-5656(電話予約受付 11:00〜18:00)
11:00〜23:00 (L.O. 22:00)
なし http://www.rcjapan.com/rfc/

ディズニー
ホテル前
▲

ido0801さん

世界中にあるレインフォレストカフェの中で一番大きい水槽。
個性的なキノコのモチーフが皆さまを出迎えます。
本物のように動く象。他にも動く動物が！

ディズニーホテル前のメインゲートの両脇に、皆さまをお出迎え
してくれる、ミッキー＆ミニーの植栽です。後ろにそびえるおしゃ
れなホテルとマッチしています。

ディズニーリゾートへアクセスバツグンで、お手軽に泊まれるホテル

¥ 6 , 900〜

¥ 7, 600〜
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¥ 7, 500〜

部屋のタイプ：コンフォートツイン
（2名1室利用・1泊朝食付き）

部屋のタイプ：スタンダードツイン
（2名1室利用・1泊朝食付き）

部屋のタイプ：カジュアル禁煙ツイン、または禁煙ダブル（2名1室利用・朝食付き）

2018年3月にオープンしたばかりのきれいなホテルです。
新浦安駅よりホテルシャトルバスを利用すれば約10分で東
京ディズニーリゾートに到着します。

海浜幕張駅より徒歩約3分の距離にあるホテルです。京葉線
の快速を利用すれば最寄りの舞浜駅まで約20分です。ホテ
ルの周りにはアウトレットショップもあります。

東京ディズニーリゾートへ直通バスを利用すればらくらく到着！
錦糸町駅より徒歩約3分の距離にあるホテルなので、東京スカイ
ツリーにもアクセスバツグン。1駅で行ける魅力的な立地です。

¥ 5 , 500〜

¥ 3 , 700〜

¥ 4 , 800〜

コンフォートスイーツ東京ベイ（全室禁煙）

ホテルグリーンタワー幕張

東武ホテルレバント東京

部屋のタイプ：テラス
（6名1室利用・1泊朝食付き）

部屋のタイプ：ファミリー＆レジャー６
（1室5名、または6名1室利用・1泊朝食ボックス付き）

部屋のタイプ：ファミリーフォース禁煙
（4名1室利用・1泊朝食付き）

東京ディズニーリゾートにはパートナーホテルシャトルバス
を利用して約15分で到着。ホテル内には大浴場があるので、
ご家族やグループで宿泊するのにおすすめです。

新浦安駅より路線バスに乗車し、約10分の距離にあるホテ
ルですが、東京ディズニーリゾートへ好アクセス。しかも、朝
食ボックスがついてこの価格は見逃せません。

海浜幕張駅より徒歩約3分の距離にあるホテルです。京葉線
の快速を利用すれば最寄りの舞浜駅まで約20分です。ホテ
ルの周りにはアウトレットショップもあります。

三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ（全室禁煙）

ラ・ジェントホテル東京ベイ（全室禁煙）

上記の表示価格は参考価格です。宿泊日によって代金は異なります
（早期申込割引や連泊割引もご用意しています）●往復の交通手段のご手配も承ります。
★詳しくはパンプキンダイヤル03-6238-3939までお問い合わせください ★ホテル宿泊予約はWEB:www.7ip.jpからも可能です。

ホテルフランクス

Pumpkin Culture

パンプキンカルチャーへのお問い合わせ、お申し込みはパンプキン事務局へ

☎ 03-6238-3939
（IY本部内線 3939）

イド付
専任ガ

Pumpkin Culture

今さら
聞けない！
シリーズ
vol.4

前回のお江戸
散策シリーズは
こんな感じでした！

お江戸散策シリーズ

人情あふれる寅さんの世界を訪れる
「男はつらいよ」柴又コース

日時

料金
募集
人数

受付

2018年

11 14
月

15

日（水）
・

日（木）

京成金町線・柴又駅 午前９：３０集合 １２：００解散

大人

2,000円（リピーター料金1,500円）

１０名
最少催行人数５名

食事

分かりやすい説明が嬉しい！
専任ガイド付きツアー

コースの見どころはココ！
おもな見どころ フーテンの寅さ
ん像・柴又帝釈天（邃渓園および
彫刻ギャラリー）
・参道・寅さん記
念館など

なし

設定日の７日前まで
（催行決定のご連絡は設定日の
１週間前までにご連絡）

検索

申し込み詳細はWEBで確認を！アクセス後、右記番号を検索
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一人参加はもちろん仲良しグループで参加する
方々がいらっしゃるこちらのツアーは、専任ガイ
ド付きなので身近な地域の知識が深まるとして
評判です。
ＩＹ労組・Ｓさんは、
「 銀座裏路地散策ツ
アーはとても楽しかったです。年々変わっていく
街並みの片隅に、江戸・明治時代の史跡が点在
している銀座は知らないことがたくさん詰まっ
た魅力ある街でした。今度、地図を片手に裏路地
の稲荷さんをすべて巡ってみようと思います」
と、
お江戸散策を通して裏路地歩きにはまったSさん。
他の参加者も1度参加するとやみつきになるよう
で、
リピーターが続出しています。参加費もリー
ズナブルなので、気になっている方は一度参加し
てみてはいかがでしょうか。

キャスター木原
実
天気

ムの過ご
タイ
し
フ vol.8

お

方

「浅草大沢屋」
くずみつ団子

まずはタイトルからもわかる通り、呼び名が違います。春に咲く
牡丹の花にちなみ、春は
「牡丹餅
（ぼたもち）
」
、秋は萩の花にちな
んで
「御萩
（おはぎ）
」
と呼ばれています。2つ目は形が違く、牡丹
は大きくて丸い花、萩は小さくてやや細長い花がモチーフ。
「ぼ
たもち」
は大きめで丸く、
「おはぎ」
は小ぶりで俵の形をしていま
す。3つ目は あんこ の施し方が違います。両方とも秋に収穫さ
れた小豆を使っていますが、旬の小豆が使える秋は、皮ごと使っ
た粒あん、冬を越した春はかたくなった皮を取ってこしあんをま
ぶしてあります。また、地方によってもさまざまな違いがあり、小
豆あんをぼたもち、きな粉をまぶしたものをおはぎ、米粒が残ら
ない餅状につぶしたものをぼたもち、米粒を残したものをおはぎ
と呼ぶところもあるようです。

かくなら注文して試してみてくださいね︒薬味
のネギはお代わり自由です︒たっぷり載せて味
わって下さい︒
おなか一杯でそのまま通りを歩いて行けば台
所用品の博物館のような﹁かっぱ橋道具街﹂に
出られます︒食器やキッチン用品がいっぱいある
のよ〜〜〜︒
ここも一日居て飽きないところです
が︑今日は東京スカイツリーまで行くので残念
ながら詳細はパス！ニイミ洋食器店の看板と
記念写真だけ撮りましょう︒
スカイツリーまで
は浅草から歩いても行ける距離ですが︑
今回は
タクシーで︒
１０００円くらいです︒ちなみに帰
りは東武スカイツリー駅から東武線浅草駅ま
で電車に乗りましたが︑
遊園地の乗り物のよう
な雰囲気であっという間に着いてしまいました︒
ひと駅だもの︒さて︑
スカイツリーに登るには
東京ソラマチを通りながら﹁お土産にはこれを
買って帰ろう︑
いやこっちにしよう﹂などと散策
しながら上へ上へと登っていき︑
４Ｆの入口フロ
アーにたどり着かなくてはいけません︒そして
お楽しみの﹁天望デッ
キ﹂
へ︒行列があったの
でとりあえずならん
でみたらＶＲのゴーグ
ルでスカイツリーの窓
ふき体験が出来るや
つ︒外から見たらなんだかわかりません︒そん
な事より地上３５０メートルにいるんだぞう！
バッカーンと見晴らしがよくて気持ち良くなっ
てやがて﹁ガラス張りの床﹂に立つと﹁お尻がム
ズムズ﹂の感覚が味わえるんだぞう︒そうそう︑
ソラカラちゃんに会うのは結構難しいようで︑
案内のレディに聞いてみてね︒
さて今回も駆け足でした︒浅草の魅力は一日
では把握しきれませんが︑
そのぶん︑何回も楽
しめるところです︒さ
て最 後におす すめの
お 土 産 ︒新 仲 見 世 と
六 区 ブロー ドウエイ
の交わるところにある
﹁セキネ﹂ここのシウ
マイ美味しいです！

なにはともあれ浅草である︒
日本有数の観光地浅草！

この夏も猛暑のニュースで汗だくの外国人
観光客と人力車夫でごった返していた浅草！
一度ゆっくり 見て歩こうではないですか！と
いうわけで今回は東京スカイツリーまで足を
のばしました︒
浅草といえば浅草寺︑浅草寺といえば雷門
と仲見世です︒雷門の向かいにある観光案内
所から見ると見事にその全景が楽しめます︒さ
あ！早速食べ歩き！仲見世を歩いてゆくと真
ん中あたりを横切る﹁伝法院通り﹂がありま
すがそこをまず右へ曲がって歩いて行くと﹁浅
草大沢﹂というお店があ
り ま す ︒秩 父に本 店 が
あるこの店の﹁くずみつ
団子﹂を食べましょう！
﹁ とぅるんとぅるん ﹂で
﹁むっちり﹂とした食 感
はほかにはなかなかない
とお薦めです︒なんたっ
て団 子を突き刺す竹 串が透けて見えるざま
す！スイーツから先に食べるこの乱暴ぶり！
続いては今来た伝法院通りを戻り仲見世を
さらに進むと揚げまんじゅうの﹁九重﹂ここの
えがあります︒
一つ売りをしてくれるのが嬉し
いっす！いろんな味を食べるっす！本気で食事
をするなら浅草は︑寿司や天麩羅︑蕎麦にもん
じゃ︑
地元で評判の洋食屋となんでもありんす
が︑ここは一発 普 段はな
かなか食べない物で﹁ど
じょう﹂にしましょうよ︑
ねえあなた♡なにどじょ
うとな？よしよしと︑
こ
れから 向 かいますのが
老舗のどじょうや﹁飯田
屋﹂です︒
﹁伝法院通り﹂
をまっすぐ行って﹁国際通り﹂を渡り﹁かっぱ橋
本通り﹂を行くと見えてくるのが﹁飯田屋﹂で
す︒
﹁どぜう鍋﹂をいただきますが︑
どじょうに
は︑まるのまんまの物と︑開きにして骨を抜い
た物とがあります︒初めての人は骨抜きの方が
無難ですが二人連れなら裏メニューで﹁まる﹂と
﹁ほねぬき﹂会い盛りをやってくれますのでせっ
どぜう
「飯田屋」

お彼岸に食べる“おはぎ”と
“ぼたもち”は３つの違いがあった！

オ

葛飾柴又といえば、寅さん。彫刻寺として有名な帝釈天を
中心に典型的な門前町で、今でも寅さんが現れてきそうな
人情味あふれる下町を散策します。参道には、草だんごや
ウナギなど老舗が並び、江戸の味を堪能。
「寅さん記念館」
を見学し江戸川堤で新鮮な空気を吸い、矢切りの渡しを楽
しむこともできます。特に帝釈天の邃渓園（すいけいえん）
と彫刻ギャラリーは必見です。

「安・近・楽」
お手軽旅
〜秋の号〜

1960年7月17日東京都大田区池上
にて誕生。2歳の時、神奈川県藤沢
市に転居。日本大学芸術学部演劇
学科を卒業後、声優・神谷明氏の事
務所に所属する。
レポーター、声優の
かたわら、小劇場活動も続行。1987
年より日本テレビ系「news every.」
のお天気コーナーを担当、翌1988
年には劇団『花組芝居』旗揚げ公演
『ザ・隅田川』
に参加、
その後、神谷
明氏の事務所を辞して劇団『花組芝
居』
の座員となる。現在は、木原実事
務所の代表。気象予報士の資格に
続き、2004年に防災士の資格を取
得。2013年7月より、一般財団法人
防災検定協会理事に就任。2016年
度より日本防災士会参与に就任。

ソラカラちゃん／スカイツリー

ＶＲゴーグル／スカイツリー

お問い合わせ、お申し込みはパンプキン事務局へ

☎ 03 -6238-3939 IY本部内線 3939
ホームページ

www.7ip.jp

会員登録方法

時間／9:30〜18：30 土・日休、1/1〜3休

fax 03-3263-6003

e-mail offtime@pumpkintv.co.jp

WEB会員ならメリットいっぱい！
★お得情報満載のメルマガが届く！
★キャンペーンやクイズに参加でき、素敵な賞品が当たるチャンスも！
★旅行やチケットのお申込みがカンタン手軽に！

秋号で気に入った記事を教えて！！
WEB会員登録したら、面白いと思った記事を教えてください。
編集部が今後の参考にさせていただきます。
」で
の投稿
「みんな ます！
い
て
っ
待

OFFTIMEのWEB会員登録方法

・スマートフォン
・パソコン・タブレット

どこからでも カンタン登録！

空メールを送る

oﬀtimeregist@7ip.jp に空メールを
送信してください。QRコードからアクセス➡

次号は12月上旬の冬号です。あなたの投稿が採用されるかも！
？

ご近所にある
「冬におすすめ！あったかスポット」を教えてください。
応募された方の中から抽選で会員制リゾート
「ダイヤモンドリゾート」
の
箱根ソサエティホテル、有馬温泉ソサエティ、あずみ野温泉ホテルに1泊2食付き、
ペアで宿泊できるチケットをプレゼント！

※情報の投稿にはWEB会員登録が必要です。右記を参照の上、ご登録ください。WEB会員登録「マイページ」⇒「みんなの投稿」
から投稿できます。

カンタン4項目入力

メールに書いてある専用フォームから
『会社コード、社員No、名前、誕生日』
を入力してください。

登録完了

パンプキンのWEBサイトは
随時更新しております！お楽しみに！

お得情報
ん！
盛りだくさ

東京ディズニーリゾート
コーポレートプログラム利用券

数
枚
集
募
大！
最
去
過

補助チケット

！
！
0
1,00
枚

東京ディズニーリゾート

1デーパスポート

7, 400円が 5,400 円に！
大人料金

補助額面
申込枚数

238

2,000円
お一人様2枚まで
©Disney

垂涎の傑作！
！ファン待望の

キュリオス
いよいよ名古屋に上陸！

通常料金

※大人・子供同額で3歳以上が有料

12：00開演

フォーラム・トーホーシネマズ・
ユナイテッドシネマ

対象映画館

●地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田」駅
下車・徒歩約5分

239

1

季刊発行

２０１9 年4月末（予定）

日

チケット有効期限

9

月

会場／名古屋ビッグトップ
（ナゴヤドーム北）

30

年

1,0００枚

平成

申込枚数／お一人様２枚まで

※申込人数によっては、お席が離れる場合もございますので
ご了承ください。

同一施設でお一人様２枚まで

申込制限

30枚

日程／2019年1月21日
（月）

円

販売枚数

円

オフタイム・秋 号

➡

300

5,000

12,500円

ンペーン料金
キャ

限定

キャンペーン料金

SS席（一般料金）

1,800円
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第
号

12

【東北】
【関東】
【中部】
【関西】 【北海道】
【東北】
【関東】
【中部】
【中国】
【四国】
【九州】
【関西】
【四国】
【九州】

プ
ッ

［WEB専用］

お申込み
方法

❶

検索

www.7ip.jp

❷「ライフサポート倶楽部」バナーをクリック！
❸ ページ中段の『INFORMATION』バナーをクリック！

受付期間
利用手順

Photos: Martin Girard, Pierre Manning / shootstudio.ca © 2014 Cirque du Soleil

2018年

10月8日 月 まで

お申込み

>>

抽選

>>

当選通知

11月中旬予定！

ご入金

>> ※TDR以外

チケット送付

>> ※TDRは10月中に送付

●応募者多数の場合は抽選となり、当選された方にのみ書面にてご案内します。
●枚数限定でのキャンペーンのため、当選後のキャンセルはご遠慮ください。

編集人／片桐麻依

タン３ス
テ
カン

発 行 人 ／ 石 合 弘二

【東北】

