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次世代の住環境を見据え、
新しい庭文化を創造する。

　私たちタカショーグループは1980年創業以来、
ガーデニング＆エクステリアを心豊かな生活文化と
捉え、“ハート＆アート”を基本テーマに様々な庭空間
を皆様にお届けしてまいりました。それは暮らしに新
鮮な風を吹き込み、庭での暮らしに関わるすべての
人々の笑顔を育むライフスタイルのご提案に他なり
ません。
　日本の四季やわびさびの美学が息づく、静寂で凛
とした和の庭園づくり。自然の鮮やかな色彩を楽し
む、華やかな洋のガーデニング。アジアとヨーロッパ

の文化が重なり合うニュージャパネスクの世界……。
私たちは国内外に広がるグループネットワークを活
かし、地球規模であらゆるエレメントを融合させて、
既存の枠を超えた独自の世界を創り上げ、永く受け
継がれる空間づくりを目指してまいります。
　また“自然との共生による循環型社会の実現”も私
たちの大きなテーマのひとつです。リーディングカン
パニーとしての誇りと責任を胸に、商品づくりはもち
ろん、企業活動全体の姿勢としてグループ一丸とな
って環境対応に取り組んでまいります。

風Wind
それは木々や草花を
揺らし、季節を運び、
人と自然を包みます。

光Bright
それは世界を彩り、
夢を織りなし、
人と自然を照らします。

水Stream
それは生命を吹き込み、
季節を充たし、
人と自然を潤します。

緑Green
それは大地に根ざし、
大地を被い、
人と自然を癒します。

心Heart
五つのこだわりに
真心こめて、
心がなごむ庭づくり
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日頃はタカショーの経営にご理解賜り、厚く御礼
申し上げます。

さて、業績につきまして、昨年4月の消費税率の引
き上げの影響で低迷していた新築住宅市場が回復
しつつある中、我々のエクステリア業界も住宅市場
から半年遅れで回復の兆しが見え始めており、当社
のプロユース事業部におきましては、第2四半期以
降ようやく昨年を上回る実績となってきておりま
す。ホームセンターの市場においては、6、7月の天
候不順や気温低下が影響し、園芸資材や日除け商
品が昨年から大きく減少しており、当社のホーム
ユース事業部の売上にも影響しました。その結果、
第2四半期の実績としまして、業績予想を下回った
ため修正をいたしましたが、利益は昨年を上回るこ
とが出来ました。

今後の販売戦略の一つとして、各営業拠点に併設
するショールーム政策の強化を図ってまいります。9
月14日には、埼玉県のJR北戸田駅前（新宿より埼
京線で約25分）に体感型総合ガーデン＆エクステリ
アショールームをオープンいたしました。また、シ
ョールームの隣には、植物・ガーデニング資材・ギフ
トのショップとカフェの機能を持たせた「ガーデナー
ズ北戸田」を展開し、新業態のアーバンガーデンセ
ンターのモデル店として取り組みます。さらに、約
100名が収容可能な研修ルームと営業所の機能も
併せ持ち、首都圏全体への販売強化に努めてまいり
ます。

また、年内には、従来の東京支店も利便性の良い

御茶ノ水に移転し、都心と首都圏の2ヶ所を中心に
積極的な展開を図ってまいります。

商品政策においては、5thROOMのコンセプトで
ある「暮らせる庭～リビングガーデン～」を展開しな
がら、和の空間をつくる「エバーバンブー」と人工木
の「エバーアートウッド」の販売強化を図っておりま
す。また、今までの現場施工の流れを大きく変える
乾式工法に対応する、石、塗り壁、木、和風、金属板、
セメント、レンガなどの情緒性を再現した、63色の建
築外装化粧ボード「エバーアートボード」を開発しま
した。空間演出にアートボードを活用することで、
ガーデン分野、エクステリア分野、コントラクト（非住
宅）分野、また圧倒的シェアを持つガーデン＆エクス
テリア照明分野のカテゴリーをさらに強化していま
す。特にリフォームやリノベーションといった時代の
ニーズにもマッチする商材です。

私達タカショーのテーマは『庭・ガーデン、エクス
テリアを通じて、健康で幸せな暮らしをお届けし、社
会に貢献していけること』だと考えています。これか
らの大きな方向は、庭園療法を基本に入れ、ガーデ
ンでの暮らしで健康になる予防医学の観点で、健康
寿命をいかに平均寿命に近づけていけるかを考え、
生活習慣、住まい方、そして自己治癒力を高めるた
めの暮らし方を高めるための空間やその仕組みを
ガーデン＆エクステリアを通じて積極的に提案をし
てまいります。

今後とも、益々のご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願
い申し上げます。

株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあ
げます。
さてここに、2015年1月21日から2015年7月20日までの「第36期中間
事業報告書」がまとまりましたので、ご報告させていただきます。

～ガーデンで健康になれる空間づくりを目指して～

株主の皆様へ

代表取締役社長

高岡 伸夫
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会社の概要／株式の状況　（2015年7月20日現在）

会社の概要

商　号 株式会社タカショー
TAKASHO CO.,LTD.

本　社 和歌山県海南市南赤坂20番地1

設　立 昭和55年8月

資本金 1,307,776,000円

従業員 298名（132名）
※注  （　）は臨時雇用者数であります。

事業内容 環境エクステリア（インドアおよびアウト
ドア庭園、緑化）に関する製品の企画開発・
ガーデン用品の輸出入販売・エクステリア
商品のソフトウェア開発販売・CAD,C.G.
ソフトウェアの提供および処理業務

役員

代表取締役社長 高　岡　伸　夫

取 締 役 高　岡　淳　子

取 締 役 寒　川　　　浩

取 締 役 宮　本　和　紀

取 締 役(社 外) 山　田　拓　幸

監 査 役(常 勤) 平　松　　　昇

監 査 役(社 外) 宮　尾　文　也

監 査 役(社 外) 嶋　津　裕　介

株式の状況
発行可能株式総数 ..............................................26,000,000株
発行済株式の総数 ..............................................12,278,452株

（自己株式101,362株を除く。）

株主数 .........................................................................13,715名

大株主 （上位10名）

株主名 持株数
高岡伸夫 2,090 千株

株式会社タカオカ興産 850
タカショー社員持株会 529
株式会社紀陽銀行 242
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 194
橋本総業株式会社 169
高岡淳子 135
吉田茂雄 122
高岡マサヱ 116
浅川文明 116

金融機関
7名

証券会社16名
その他の法人
59名

外国法人等
25名

自己名義株式
1名

金融機関
763,180株
証券会社
115,285株

その他の法人
1,292,961株

外国法人等
65,711株

自己名義株式
101,362株

個人その他
13,607名

個人その他
10,041,315株

所有
株式数 株主数

株式分布状況

3

010_0383401602710.indd   3 2015/09/16   18:24:11



タカショーの事業展開
独自の商品開発力でガーデニング市場をリード

Australia

ChinaEurope
America

東北支店

埼玉営業所
東京本部・東京支店

北関東営業所

札幌営業所

北陸営業所

大阪営業所

広島支店

名古屋支店

横浜営業所

本社・関西営業所
四国営業所

九州支店

新潟三条営業所
新潟営業所

Australia

ChinaEurope
America

東北支店

埼玉営業所
東京本部・東京支店

北関東営業所

札幌営業所

北陸営業所

大阪営業所

広島支店

名古屋支店

横浜営業所

本社・関西営業所
四国営業所

九州支店

新潟三条営業所
新潟営業所

Global Network From Kainan

海外タカショーグループ
天津高秀国際工貿有限公司
佛山市南方高秀花園製品有限公司
上海高秀園芸建材有限公司
満洲里高秀木業有限公司
浙江東陽高秀花園製品有限公司
江西高秀進出口貿易有限公司
九江高秀園芸製品有限公司
浙江正特高秀園芸建材有限公司
有限会社タカショーヨーロッパ
ベジトラグ株式会社
ベジトラグUSA株式会社
タカショーオーストラレイジア株式会社

広州オフィス
上海オフィス
台湾オフィス
コリアオフィス
ベトナムオフィス
シドニーオフィス

海外販売
●アメリカ ●ドイツ他EU諸国 ●中国
●韓国 ●台湾 ●シンガポール ●オーストラリア

海外提携
●アメリカ ●イギリス ●イタリア
●オランダ ●ドイツ ●スペイン
●ブラジル ●オーストラリア ●台湾 ●ベトナム

国内タカショーグループ

販売・施工グループ
トーコー資材株式会社
●ガーデン、園芸用品の販売、施工
●当社商品の販売、施工、展示場

デジライト販売株式会社
●LEDブランドサインの販売

ガーデンプラン
株式会社青山ガーデン
●ガーデンエクステリアにおけるデザインソフトの販売
●ガーデニングに関するセミナーおよび教育
●ガーデン用品に関するオリジナル通販およびギフト販売

生産グループ
ガーデンクリエイト株式会社
●アルミ柱加工
●エバーバンブーフェンス製造
●合成竹組立
●別注商品製造および輸入品二次加工
●商品開発および改良
●天然竹製品加工および材料管理
●木製フェンスおよび

連杭などの塗装加工
●輸入製品の品質管理

徳島ガーデンクリエイト株式会社
●エバーバンブーボード真空成型および組立
●ラティス･ラフィードフェンス加工および組立
●押出および射出成型管理

株式会社ガーデンクリエイト関東
●エバーアートウッドの製造
●エバーアートウッド関連商品の製造
●エクステリア関連商品の製造

株式会社タカショーデジテック
●LED（発光ダイオード）照明機器の企画開発
●LED（発光ダイオード）サイン商品の企画開発
●ディスプレイサインの企画・設計・製造・販売・設備工事

デザインプラン
株式会社日本インテグレート
●セールスプロモーションの企画　●印刷物の企画、制作

本社には国内外からのマーケティング情報
を集約するとともに、プランニング機能、物
流システム開発から品質管理、人材開発、お
客様支援サービスの整備に至るまでのコア
機能を集約させ、世界のグループネットワー
クを動かしています。
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Market
●環境への取り組み　地球環境や人へのやさしさを追求しています。

▲

3つのRへのこだわり
環境保全・再生に向けた環境産業への転換が
地球環境再生への足がかりになると考えます。

ビオガーデン
人と自然とが共存し
あえる、やすらぎのあ
る水辺の空間をご提
案しています。

●物流システム
お客様の様々なニーズに
お応えするため、物流拠
点、物流システムの充実
を目指しています。

「ｅｃｏ×Ｇａｒｄｅｎ」
「環境のために私たちができること」をテーマに、エコを意識
して「環境に配慮すること」と、これからの「庭」のカタチを考
えることをかけ合わせ、“ｅｃｏ×Ｇａｒｄｅｎ（エコ・ガーデン）”とし
て取り組みます。

中央ロジスティックセンター

リサイクル
（繰り返し使える）
Recycle リデュース

（長持ちする）
Reduce

リユース
（部分的に再利用）

Reuse

総合カタログ カテゴリーカタログ 屋外照明
カタログ

屋内照明
カタログ

イルミネーション
カタログ

プロユース
PROガーデンエクステリア分野
戸建（新築、リフォーム）、ハウスメーカー様向け提案

ホームセンター、GMS事業
DIYで楽しめる商品を展開
自社ブランド「GADIS」、「g-STYLE」、「G-STORY」

海外　- 製造／販売／ネットワーク -
海外における製造拠点を中国に持ち、ヨーロッパ、
アメリカ、オーストラリアなどグローバルに販売を展開

e-コマース、通信販売
インターネットを通じて売買するｅ-コマース

ガーデンセンター　- ガーデナーズジャパン -
ガーデニング先進国であるヨーロッパスタイルの売り場づく
りや提案方法を取り入れたモデル店をオープン

ギフトカタログ事業
ガーデン・自然との暮らしをコンセプトに商品を掲載したセレ
クトカタログを展開

コントラクト分野
公共事業、商業施設等の非住宅向け提案

LEDソリューション事業
屋外、屋内LED、イルミネーションの企画、販売

ホームユース

5

010_0383401602710.indd   5 2015/09/16   18:24:19



HOT NEWS

タカショー首都圏ショールーム・ガーデナーズKITATODAオープン
今後、市場拡大が期待される関東エリアにおけるサー
ビスの向上ならびに営業強化を目的にタカショー首都
圏ショールームを平成27年9月14日にオープンいた
しました。本ショールームは、都心からのアクセスも良
く、単に商品をご覧いただくということだけでなく、ビジ
ネスユーザー様に設計力や提案力を付けていただき、
お客様との商談の場としても活用していただけることを目的とし
ております。そのために商品の色や質感を実際に確認していただ
ける体感型の展示や最新情報や資料を充実させ、お客様のご要望
にお応えできる体制を整えております。さらに、2階には約100名
を収容できるカンファレンスルームを設置することで、お客様の社
内研修や勉強会等、お客様向けの各種イベントが開催可能となっ
ております。
また、同建物内には一般の方にもご利用いただける当社が運営す
る 庭 で の ラ イ フ ス タ イ ル を 感 じら れ る ショップ ＆ カ フ ェ

「Gardener's KITATODA」（ガーデナーズ北戸田）を平成27
年9月1日にオープンいたしました。

埼玉県戸田市新曽1973-1

タカショー首都圏ショールーム

駐車場

屋外展示
営業時間 / 11:00 - 23:00

ガーデン

エクステリア

ガーデン
エクステリア
ライティング

車庫まわり スペース活用
提案

打合せ
スペース

和風空間

門まわり

受付カウンター

トイレ

ショールーム入り口ショップ&カフェ
ガーデニングを通じて庭での
ライフスタイルを提案する
ヨーロッパスタイルの本格的
なガーデンセンター

6台収容可能
キッズコーナー
ショールームをご利用中
お子様にのびのび遊んで
いただけるスペースを設け
ております。

1F

2F
テラス 研修会議室
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TOPICS ▼ ▼ ▼

国土交通省が実施する省エネ住宅ポイントにおいて交換
事業者に決定されました。(http://point-e.jp/takasho)
省エネ住宅ポイント制度は、省エネ住宅の新築やエコリフ
ォームの普及を図るとともに、消費者の需要を喚起し、住
宅投資の拡大を図ることを目的とし、一定の省エネ性能を
有する住宅の新築やエコリフォームに対して、様々な商品等
と交換できるポイントを発行する制度です。

ガーデンセンター「ガーデナーズジャパン」は、平成27年
1月29日に開催されました、花き業界初となる花の販売
店舗を対象とした「五つ星」認定式典において、数ある
店舗の中から「五つ星」店舗に認定されました。

■「五つ星」とは
花の販売店舗を対象として、五つ星認定実行委員会様が、
花の販売におけるスタッフの笑顔の対応、花の知識、お客
様に対する花の提供をする姿勢を評価して認定する制度。

株式会社ディー・エヌ・エーの子会社で住まい・インテリアのキュレーシ
ョンプラットフォーム「iemo（http://iemo.jp/）」を運営するiemo株
式会社と、エクステリア・庭・ガーデニング関連商品を取扱う当社は、
施主の個性溢れる家・庭づくりの実現に向けたコンテンツ提供に関し、
業務提携することになりました。
今回の業務提携では、iemoにおいて「ガーデン」カテゴリを新たに
設置、そこに当社が所有する数多くの高品質なエクステリア・庭・ガー
デニングにおける施工例画像を掲載するほか、当社の商品紹介記事
やまとめ記事も配信します。
これらの記事配信によって、月間500万人のiemo読者にエクステリ
ア・庭・ガーデニングの素晴らしさを知っていただき、お庭が欲しい方
やお庭を作りたい方へデザインのヒントをお届けします。iemoとタカ
ショーではこの業務提携を通じて、エクステリア・庭・ガーデニングの
様々なアイデアが詰まったキュレーションプラットフォームの実現を目
指します。

*1	 キュレーションプラットフォーム	 	専門的なジャンルに特化したインターネットやウェブサービス上の情報を取りまとめ	
集約したサイト

*2	 キュレーター	 	インターネットやウェブサービスにおいて情報を収集・整理し他のユーザー（読者）
に共有する行為や行為者

▲

住まい・インテリアのキュレーションプラットフォーム*1「iemo」との業務提携

クールサマー
オーニング
ポイント数：
21,000点

▲

省エネ住宅ポイント交換事業者に決定

▲

ガーデナーズジャパンが
　「五つ星」店舗に認定

ＥＧラティス
ウォールアーチ

ポイント数：
9,000点

■交換対象商品の一部紹介

ソーラーファウンテン
バードバス

ポイント数：
9,500点

持ち運べる
ソーラーライト

ポイント数：
25,000点 五つ星認定店

*２

上記2点はサイト内の配信記事より一部抜粋したものです。

7

010_0383401602710.indd   7 2015/09/16   18:24:23



平成27年4月17日（金）にタカショー本社にて、「第35期定時株主総会」を開催いたしました。株主総会では、事業
報告があり、議案について慎重に審議された結果、原案どおり承認可決されました。
そして、「ガーデン交流会」は、東京会場は4月25日（土）に泉ガーデンギャラリー（東京都港区）にて、和歌山会場
は5月2日（土）にタカショー本社（和歌山県海南市）にて、開催いたしました。和歌山会場では、TVや講演等でご活
躍の園芸研究家の富山昌克先生によるセミナーや先着順となりましたが、寄せ植え体験の講習会なども行い、体験
型のイベントとしてお楽しみいただきました。

平成27年2月3日（火）に、当社100％子会社であるベジトラグ株式会社（本社：イギリス	エセックス郡）の子会社（当
社孫会社）となるVegTrug	USA	Inc．（資本金25万USドル）をアメリカ合衆国ペンシルベニア州に設立いたしました。
当社グループでは世界的な事業展開を目的に製造から販売まで一貫した体制づくりを推進しており、製造については
国内とアジアを中心に展開しています。中国における製造の主力拠点として設立された九江高秀園芸製品有限公司
（本社：中国江西省瑞昌市）が本格稼働をスタート
し、世界市場への販売体制が確立されたことによ
り、アメリカ市場への販売拡大を開始いたします。
さらに、当社グループの総合力を活かすことによ
り、世界的な市場への販売拡大を推進するととも
に、国際展開を活用した製造コストならびに開発
コストの改善も視野に入れ取り組んでまいります。
タカショーグループは日本の庭文化と英国の庭文
化を融合し、グローバルなビジネス展開を図って参
ります。

アメリカに販売会社設立

第３５期　定時株主総会／ガーデン交流会

東京会場藤岡先生のセミナー和歌山会場寄せ植え講習和歌山会場富山先生のセミナー
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中間連結財務諸表（要約）

連結貸借対照表 （単位：百万円）

科　目 第36期中間
2015年7月20日現在

第35期中間
2014年7月20日現在

第35期
2015年1月20日現在

●資産の部

流動資産 12,592 12,464 11,162

固定資産 5,673 5,157 5,573

有形固定資産 3,908 3,559 3,814

無形固定資産 653 708 692

投資その他の資産 1,111 890 1,066

資産合計 18,266 17,621 16,736

●負債の部

流動負債 9,109 8,538 7,446

固定負債 1,354 1,936 1,572

負債合計 10,463 10,474 9,018

●純資産の部

株主資本

資本金 1,307 1,307 1,307

資本剰余金 1,358 1,358 1,358

利益剰余金 4,335 4,212 4,246

自己株式 △ 26 △ 26 △ 26

株主資本合計 6,974 6,852 6,885

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 47 22 48

繰延ヘッジ損益 49 △ 9 191

為替換算調整勘定 526 212 437

退職給付に係る調整累計額 119 ― 69

その他の包括利益累計額合計 742 225 746

少数株主持分 85 68 85

純資産合計 7,802 7,147 7,717

負債純資産合計 18,266 17,621 16,736

科　目
第36期中間
2015年1月21日から
2015年7月20日まで

第35期中間
2014年1月21日から
2014年7月20日まで

第35期
2014年1月21日から
2015年1月20日まで

売上高 9,675 9,924 18,484

売上原価 5,674 5,853 11,073

売上総利益 4,001 4,070 7,411

販売費及び一般管理費 3,476 3,564 6,807

営業利益 525 506 603

営業外収益 83 92 200

営業外費用 62 109 123

経常利益 546 489 679

特別利益 0 0 2

特別損失 0 2 4

税金等調整前中間（当期）純利益 545 486 678

法人税、住民税及び事業税 214 256 328

法人税等調整額 △ 1 △ 63 18

少数株主損益調整前中間（当期）純利益 332 293 332

少数株主利益 5 3 9

中間（当期）純利益 326 289 323

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科　目
第36期中間
2015年1月21日から
2015年7月20日まで

第35期中間
2014年1月21日から
2014年7月20日まで

第35期
2014年1月21日から
2015年1月20日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 779 343 770

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 250 △ 136 △ 455

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 144 819 256

現金及び現金同等物に係る換算差額 24 △ 7 34

現金及び現金同等物の増減額 409 1,019 606

現金及び現金同等物の期首残高 2,383 1,777 1,777

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 2,793 2,796 2,383

連結損益計算書 （単位：百万円）
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第34期 第34期 第34期第35期

第34期 第34期 第34期第35期 第35期

865 512

7,278

14,914
43.04

7.8

18,069 973
508

7,717

16,736

2894899,924

第36期
中間

18,484

9,67510,089

第35期 第36期
中間

679
546

第35期 第36期
中間

323 326

第36期
中間

7,802

18,266

第36期
中間

26.31 26.60

4.4

第35期 第36期
中間

4.4

■ 売上高 ■ 経常利益 ■ 中間（当期）純利益

■ 総資産　■ 純資産 ■ 自己資本利益率 ■ 1株当たり中間（当期）純利益

■中間期 ■通期 ■中間期 ■通期 ■中間期 ■通期
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株主メモ
事 業 年 度 1月21日から翌年1月20日まで
決 算 日 1月20日
配 当 金 1月20日現在の株主、中間配当実施のときは

7月20日現在の株主に、それぞれ配当します。
定時株主総会 4月
 【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出および
ご照会は、口座のある証券会社宛てにお願いいたします。証券会社に口
座を開設されていない株主様は、右記の電話照会先にご連絡ください。

株主名簿管理人および 
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物送付先） 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先） 0120-782-031
（ イ ン タ ー ネット
ホームページURL）

http://www.smtb.jp/personal/agency/
index.html

 【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されてい
なかった株主様には、株主名簿管理人である左記の三井住友信託銀行
株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設いたしております。特別
口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会
先にお願いいたします。

公 告 方 法 当社のホームページに記載する。
<http://takasho.co.jp>
ただし電子公告によることが出来ない事故そ
の他やむを得ない事由が生じたときは、日本
経済新聞に掲載します。

上場証券取引所 東京証券取引所 JASDAQ スタンダード
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　当社は株主優待制度として、庭のお好きな方や、これから庭を楽しみたい方にさらにご満足
いただける「タカショーガーデン友の会」を発足いたしました。目的は、当社を通じ豊かな時代
を創るオーナーとして、21世紀の環境づくりに参加していただき、なお且つガーデニング
人口を増やしていこうという考えも入っております。今後とも、より一層のご支援を賜ります
よう心よりお願い申しあげます。
（注）特典2、4については、毎年1月20日の株主名簿に記録された株主様のみとなります。

本社　和歌山県海南市南赤坂20-1　〒642-0017

TEL 073-482-4128（代表）　FAX 073-486-2560（代表）　ホームページ　http://takasho.co.jp

タカショーオリジナルカレンダー
プレゼント

ご所有株数200株以上で
自社商品プレゼント

● 持株数に応じて、商品が異なります。
　 掲載商品は2015年1月期の優待です。

株主様特別販売カタログ
をお届け（年2回発送）

●PROEX「総合カタログ」掲載商品の割引販
売から、割引価格で掲載した「株主様特別販売
カタログ」をお届けする形に2015年1月20
日より変更となりました。

年に一度タカショーイベントにご招待!
● 但し、交通費は実費となりますので、ご了承ください。
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