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《1. 今帰仁村について》  

今帰仁村は沖縄本島北部のやんばるエリアに位置し、亜熱帯気候の⾃然 
豊かな農村でありながら、サンゴが豊富で東シナ海に⾯した⻘い海に 
囲まれています。 

⼈⼝ 9 千⼈程度の⼩さな村ですが、世界遺産の「今帰仁城跡」をはじ
め、重要⽂化的景観に指定された「今泊のフクギ並⽊」、沖縄本島で⼀
番⻑い古宇利⼤橋、古宇利ブルーと呼ばれる美しい海の古宇利島、⼭か
ら海、島と橋と、⾃然が豊かでバリエーションに富んだ景観が楽しめま
す。夜は天の川や満天の星空を⾒ることができます。 

名産の今帰仁のスイカは 1 年中収穫ができ、冬の⾵物詩である電照菊も
村内の多くの場所で⾒ることができ、⾄る所で静かな農村を感じられま
す。また、⼀⼤観光地の美ら海⽔族館や、北部の各テーマパークから
も、今帰仁村内まで⾞で約 20 分と好⽴地な場所に位置しています。 

那覇空港から今帰仁村へは⾼速道路を利⽤して約 90 分、最寄りの許⽥
IC からは約 30 分で到着できます。 
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≪2. 今帰仁村教育旅⾏⺠泊体験の安⼼安全について≫  
 
・⺠泊体験の保険に加⼊（賠償責任保険・飲⾷物危険保障・来訪者財物損害補償） 
・⺠家に配布した個⼈情報資料の回収の徹底 
・登録制による⺠泊家庭を管理し、2 名体制で⺠泊体験を受⼊ 
・参加必須の講習会を毎年受講（普通救命・⾷品衛⽣・危険⽣物・今帰仁城跡ガイド） 
・感染症に関する対策（ガイドライン策定・感染症講習会実施） 
・24 時間体制の緊急対応、受⼊前後の⺠家の体調確認の実施 
・村内の診療所まで⾞で約 10〜15 分、救急対応総合病院(名護市)まで約 20 分で移動が可能 
・⺠家へ訪問と条件確認を実施し、⺠家との密な連絡による信頼関係の維持 
・多くの⺠家が村内の中⼼から⾞で約 10 分で到着でき、 

⼩さい村ならではの管理のしやすさ 
・今帰仁村内の登録⺠家であるため、顔⾒知りの安⼼感 
・年間 70 校の教育旅⾏⺠泊体験の受け⼊れ実績 
・ビーチクリーンや除草等地域の環境美化と安全性の確保 
・沖縄料理や体験のスキルアップ講習会を定期的に開催 
 
 
●今帰仁村教育旅⾏⺠泊体験で実施する各種講習会（必須講習会は全⺠家が毎年受講しています） 

    
必須：⾷品衛⽣講習     必須：普通救命講習      必須：⾷物アレルギー講習  必須：危険⽣物講習 

    
必須：今帰仁城跡ガイド   必須：感染症対策講習     琉球料理基礎講習      マナー・コミュニケーション講習 

    
ハラール対応講習      星空ガイド講習        SDGs 講習          村内の戦争遺構勉強会 
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《3. 今帰仁村内の施設・待機本部について》※待機本部宿泊施設は旅⾏会社で⼿配をお願いします 
●村内施設分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

リゾートホテル  ブエナビスタ今帰仁 
※⼣⾷・朝⾷対応可能 
今帰仁村平敷 306   0980-56-2779 
村内の中⼼にありアクセスが良く、⾞の
無料貸出しが可能の場合あり。ご予約時
にホテルへ直接お問合せください。 

リゾートホテル  ベルパライソ    . 
※⼣⾷・朝⾷対応可能 (待機和室有) 
今帰仁村運天 1069  0980-56-2767 
全室オーシャンビュー。⽬の前に広がる
美しいビーチでマリン体験ができる。宿
泊をするとビーチで⼊村式離村式が可能 

今帰仁村内の施設分布  . 
 
今帰仁村は東⻄に延びる国
道 505 号線に沿って施設が
点在し、村の中⼼付近から
⾞で 10 分程度で移動が可
能です。 

古宇利島へは橋を 2 回渡っ
て⾏きますが、中⼼付近か
ら⾞で 20 分程度と、主要
な施設がコンパクトにまと
まり、管理がしやすくなっ
ています。 

また、美ら海⽔族館や近隣
のテーマパークにも⾞で 20
分程度でアクセスできま
す。 
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●⼊村式・離村式会場  ※村内⾏事等により利⽤に制限が出る場合があります 
⾬天時や時間を節約する場合はバスの中で動画を視聴する形式で式を⾏うことができます。お問い合わせ下さい。 

今帰仁村総合運動公園 村⺠体育館 (屋外芝⽣広場) 
今帰仁村仲宗根 851-1 

今帰仁村総合運動公園 村⺠体育館 (屋内) 
※⾬天時は体育館の中で⾏います 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

今帰仁村コミュニティセンター2F 
今帰仁村仲宗根 230-2  

   リゾートホテルベルパライソ ビーチ 
今帰仁村運天 1069 
 ホテルご利⽤の場合(会場の⼿配は旅⾏会社でお願いします) 

世界遺産 今帰仁城跡 (城壁前広場) 
今帰仁村今泊 5101  

 世界遺産 今帰仁城跡 (城壁前広場)  
⾬天時はグスク交流センターの中で⾏います（120 名まで） 
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《4. ⺠泊体験実施までの流れ》 
下記の流れで旅⾏会社を通じてメール等で打ち合わせを⾏います。ZOOM 等のオンライン打合せも可能です 

※⾷物動物アレルギーや持病や障がいなど、⼼配事がありま 
したら随時相談を承ります。⼼配事・注意点・対処⽅法等 
も含め、可能な限り詳細に「アレルギー持病調査票」へ記⼊をお願いします 
なお、アレルギーや持病情報などの個⼈情報は、他の⽣徒に⾒られないように厳重に管理と回収を⾏います 

※4 ⽉や 5 ⽉に⺠泊体験を実施する学校は受⼊までの準備期間が短いため、新学年のクラスで班分けををする 
場合は、クラスごとの男⼥⼈数が決まり次第、早急に⼈数のご連絡をお願いします 

※⺠泊体験の⼿引き、アレルギー調査票、⾃⼰紹介シートなどは、初回の連絡時にメールでお送りいたします 
※観光協会のホームページに掲載している⺠泊の資料と、ZOOM 等の Web 会議サービスを使⽤したオンライン 

下⾒や打ち合わせを⾏うことも可能です 
※⽣徒情報は⺠家配布資料と連動しているため、⽣徒情報の送付はエクセルデーターのまま送付をお願いします 

 ３ヶ⽉前 

 

1. クラスごとの男⼥⼈数の連絡(学校) 
2. 特別⽀援学級や・⽀援等が必要な⽣徒の情報共有(学校) 
3. 最新⾏程表の送付(旅⾏会社) 
4. 待機本部宿・⼊村式・離村式会場と開始時間の確認 

              ↓（旅⾏会社） 
 5. エクセルで⼈数割表作成(観光協会)【資料①】 
        ↓（観光協会） 

 
6. アレルギー疾患持病等調査票の記⼊(保護者)【資料②】 
7. ⼈数割表に⽣徒名とアレルギー持病⼊⼒(学校)【資料①】 
8. ⾃⼰紹介シートの記⼊送付[任意](⽣徒)【資料③ 】 

 ２ヶ⽉前          ↓（旅⾏会社） 

 9. ⽣徒情報の確認(観光協会)【資料④】 
10. ⽣徒情報を考慮して⺠家割表作成(観光協会)【資料④】 

 １ヶ⽉前          ↓（観光協会） 
 ⽣徒情報・⺠家情報の共有 
 ３週間前          ↓ 

 11. ⽣徒⼈数の最終確認(観光協会・旅⾏会社） 
12. 請求書発⾏(観光協会) 

 ２週間前まで        ↓ 
 13. 修学旅⾏のしおりや最終⾏程表の送付(旅⾏会社) 
  ↓ 
 14. 1 週間前までに⺠泊体験料⾦の振込(旅⾏会社） 
 １週間前             ↓ 
 15. 電話で最終内容確認・打ち合わせ(観光協会・旅⾏会社） 
  ↓ 
 16. 出発前⽇に電話で最終確認(観光協会・旅⾏会社） 
 ↓ 
 ⺠泊体験当⽇ 

【資料② 】アレルギー疾患持病等調査票(保護者) 

【資料①】 ⼈数割表作成(観光協会) 

【資料③】 ⾃⼰紹介シート(⽣徒) 

⽣徒名とアレルギー・持病情報を⼊⼒
(先⽣) 

⺠家情報記⼊ 
(観光協会) 

【資料④】⺠家割表(観光協会) 
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 【⺠泊体験当⽇】 

 到着予定時刻を連絡してください 
(許⽥ IC 通過時か、最終経由地を出発する時) 

 ↓ 
 ⼊村式会場に到着・スタッフが誘導・⼊村式開始 
 ↓ 
 ⼊村式終了後、⽣徒は⺠家へ出発・お⾒送り 
 ↓ 

 ⽣徒の体調等の確認、⺠泊中の気になる⽣徒の確認 
緊急連絡体制の確認、巡回の打合せ、集合写真撮影の確認 

 ↓ 

 待機本部宿へ送迎 
(今帰仁村内の場合) 

 
※待機本部宿(村内)から離村式会場(村内)へ送迎を⾏うことも可能です 

 
 
《5. ⼊村式・離村式について》 

⼊村式の会場では、⺠家は⺠泊体験の班番号(通し番号)ごとに整列しています。⽣徒は⺠泊班番号を頼りに 
⺠家の整列に加わって並んでください。⽣徒は観光協会の作成した⺠家割表の何班かを覚えておくと、受⼊ 
⺠家とスムーズに顔合わせができます。離村式の整列も原則⼊村式と同じ並び順になります。 
⼊村式・離村式の司会は、可能な範囲で⽣徒でお願いします。式の開始と終了は観光協会で合図します。 

【⼊村式】 15 分〜20 分            【離村式】 15 分〜20 分 

 

 

 

 

 
※⽣徒の荷物を⼊村式会場に先送りする場合は、荷物が到着し次第、⼊村式会場にクラス別に並べておきます 
※⺠家の班ごとに写真を撮影する場合は、離村式の開始前(到着順)に速やかに撮影をお願いします。 

 
 
 
 
 
 

⼊村式開始の合図はスタッフが⾏います 
 開会 
 1.受⼊⺠家代表挨拶（    さん） 
 2.⽣徒代表挨拶 （    さん） 
 3.団⻑の先⽣挨拶 （    先⽣） 
 4.今帰仁村観光協会より連絡事項 
 閉会 
移動開始の指⽰（観光協会） 

離村式開始の合図はスタッフが⾏います 
 開会 
 1.受⼊⺠家代表挨拶（    さん） 
 2.⽣徒代表挨拶 （    さん） 
 3.団⻑の先⽣挨拶 （    先⽣） 
 4.今帰仁村観光協会より 
    5.先⽣から連絡事項 
 閉会 
移動開始の指⽰（観光協会） 
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《6. 滞在中の先⽣の⾞移動と巡回について》 
 
 【巡回時】 

 待機本部宿へお迎え 
(今帰仁村内の場合) 

 ↓ 

 
巡回開始 

(例) 今帰仁城跡・古宇利島・ハートロック 
オーシャンタワー・屋外体験訪問 

 ↓ 

 待機本部宿へ送迎 
(今帰仁村内の場合) 

 
 

今帰仁村外に待機本部宿を置く場合は、今帰仁村内に合流ポイント(コンビニや観光協会等)を設定します。 
観光協会の 8 ⼈乗りの⾞を 1 台無料で貸出しが可能です。(ガソリン代も無料) ただし、緊急出動や⾷事 

や買い物等、修学旅⾏の運営⽤途でご利⽤頂くため、カメラマンの撮影⽤途のみのご利⽤はご遠慮願います。 
 観光協会の加⼊している保険は使⽤できませんので、運転をする⽅は任意保険の加⼊をお願いします。 
 旅⾏会社や、⼤⼿保険会社や LINE ほけん(LINE アプリから加⼊可)等で、数時間や 1 ⽇単位で簡易に⾃ 
動⾞保険に加⼊することができます。また、ご⾃⾝の加⼊している⾞の任意保険が適応できる場合がありま 
すので、事前に保険の内容を確認願います。⾞体が損傷(⼤⼩問わず)した場合は修理をお願いします。 
 

⼊村式・離村式会場から待機本部宿への送迎や巡回時は、観光協会のスタッフ 1 名が運転とご案内をする 
ことが可能です。ただし、感染症等のまん延により、スタッフの運転する⾞が先⽣の乗る⾞を先導するスタ 
イルに変更になる場合があります。 

追加で⾞両が必要な場合はレンタカーやタクシー等の⼿配をお願いします。  
滞在中の巡回は、緊急対応に備えるため、スタッフの同伴は原則半⽇としています。 
各⺠家への訪問はできる限りご遠慮をお願いしていますが、体調不良や障がいや持病のある⽣徒など、気 

になる⽣徒がいる場合は事前にご相談ください。 
 

【今帰仁村内のレンタカーとタクシーの連絡先】 

●エス・オー・エル レンタカー 0980-51-5353 今帰仁村仲尾次 333-7  営業時間：9:00〜18:00 
 今帰仁村内は配⾞が可能な場合がありますのでお問い合わせください。 
 
●北部観光タクシー 三笠営業所    0980-56-2308 今帰仁村仲宗根 172      営業時間：8:00〜25:00 
 
※今帰仁村内は⾞両の台数が少ないため、お早めの予約をお勧めします 
※今帰仁村外のレンタカー会社は、隣接地域の名護市内・本部町内でお探しください 
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《7. ⺠泊体験中の主な体験内容》 

 
 
 
 
 
 
世界遺産今帰仁城跡ガイド(全⺠家) 沖縄料理作り体験(全⺠家)     沖縄菓⼦作り体験(全⺠家) 
 
 
 
 
 
 
海釣り体験            家畜餌やり体験           イノー体験 
 
 
 
 
 
三線体験             琉装体験              北部の集落散策(村内) 
 
 
 
 
 
集落のビーチ散策(村内)      本島北部の戦争遺構案内(村内)     ⺠泊内で⾏う SDGs プログラム 
  

⺠家が⾏う今帰仁城跡ガイドツアー(⼊場料⺠家負担)、星空観察、 
電照菊鑑賞等もあり、体験内容は⺠家によって内容が異なります。 

体験内容は家業体験とは異なり、それぞれ 1 時間程度の体験で、 
滞在時間により体験できる数や内容が異なります。 

ご要望により、今帰仁城跡ガイドツアーや、SDGs プログラムや 
戦争遺構案内など、⼀部の体験は必須体験にできる場合もあります 
のでご相談ください。 

古宇利⼤橋や古宇利島のハートロック等も⺠家が連れて⾏くことが可能です。2 泊の場合は美ら海⽔族館に 
連れて⾏くことも可能です。⼊場料は別途必要になりますが、無料ゾーンのみも可能です。ご相談ください。 
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《8. ⽣徒向けの事前学習および指導のお願い》 
安全に過ごしていただくために、⽣徒への事前学習をお願いします。 

 
【⺠泊体験について】 
・⺠泊はホテルに宿泊するのとは異なり、受⼊⺠家の家族の⼀員として⽣活体験を⾏いますので、 
 ⺠家のお⽗さんやお⺟さんの指⽰に従いましょう。布団の上げ下げや⾷事の準備や部屋の掃除なども 
 みなさんで協⼒して⾏いましょう。 
・⺠泊体験中はお⽗さんお⺟さんや友達と過ごす時間を⼤切にして、電話や SNS 等の使⽤は控えましょう。 
 写真を撮ることは可能ですが、⺠家の写真を撮るときはひと声かけて⾏いましょう。 

スマートフォン等を充電をする時もひと声掛けて⾏いましょう。 
・気分が悪くなった場合は、遠慮や我慢をせずに気軽に受⼊⺠家のお⽗さんやお⺟さんに相談しましょう。 
・今帰仁村は⾃然が豊かな農村です。屋内に⼩さな⽣き物や⾍等が侵⼊することがあります。 
 
【屋内の体験・屋内の⽣活について】 
・調理や⾷事の前は、⾷中毒防⽌のため⽯鹸等を使⽤して丁寧に⼿指を洗いましょう。 
・⼊浴は家族や友達と過ごす時間を⼤切にして、10〜15 分程度でシャワーで済ませましょう。 
・翌⽇の⾏動に⽀障がでないように、就寝時間をしっかり守り、疲れを取りましょう。 
・重度のアレルギーや、ハラル対応等、⾷事対応が必要な場合は、レトルト⾷品や、⾃宅で対応⾷を作って 

持参(送付)していただく等の検討が必要になります。エキスや器具の接触不可等、事前にお知らせください。 
・各⺠家によって、それぞれ⾷事や体験が異なります。 
 
【屋外活動・外出について】 
・⺠泊家庭のお⽗さんやお⺟さんと同伴ではないと外出はできません。 
・今帰仁村は海がとても綺麗ですが、海⽔浴場として整備されていない天然のビーチが多いです。 
 ビーチでは安全を考慮して、原則膝下までの⼊⽔としています。岩場は滑りやすいので注意して下さい。 
・⾃然が豊かな地域なので蚊などの⾍がいます。⾍よけスプレー等を持参して頂くことをお勧めします。 
 
【貴重品・荷物について】 
・荷物は受⼊⺠家の⾃家⽤⾞に積みきれない可能性があるので、なるべく⼩さい荷物でお越しください。 
・貴重品は、各⾃でしっかり管理しましょう。 
・外出や出発する時は忘れ物のチェックをしましょう。 
 
※問題が発⽣した場合は、⺠泊家庭から観光協会を通じて待機本部の先⽣へ連絡をし、待機本部宿に宿泊を 

お願いする場合があります。 
 
【⺠家に準備してあるもの】 ※持参も可能です 

タオル(⼤)(⼩)、⽯鹸等やシャンプー類(共⽤のもの)、ドライヤー   
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【⺠家に準備していないもの】 

薬全般、⾍よけスプレー、かゆみ⽌め、⻭ブラシ、寝巻き、ヘアセット⽤のコテ、ヘアブラシ、など 
 
【薬について】 

安全を考慮して⺠家から⽣徒に配布していません。普段から飲み慣れている薬（⾵邪薬・胃腸薬・痛み 
⽌め・⾍さされ・⾍よけ・酔い⽌め・消毒・絆創膏など）を各⾃持参してください。 
⺠泊班ごとに各⾃分担して準備する事もお勧めしています。 

 
 【忘れ物について】 

忘れ物は事前に旅⾏会社を通じて内容を確認し、返却の必要があれば学校宛に着払いにて発送します。 
ただし、お⼟産を含む⾷べ物や飲み物は当⽇中に処分します。 

 
【持参して頂きたいもの】 
・熱中症対策として、帽⼦やペットボトル飲料や⽔筒などを持参してください。 
・強い⽇差し対策として、⽇焼け⽌めや帽⼦などを持参することをお勧めします。 
・沖縄は亜熱帯気候のため、突然スコールが降る事があるので、⾬具を持参してください。 
・散策中に飲み物やお⼟産など購⼊することを考え、多少のお⼩遣いを持参してください。 
 

 

《⾃然災害発⽣時の対応について》 
今帰仁村内で「避難準備情報」「避難勧告」「避難指⽰」等が発令された時や、台⾵通過後の被害状況（停電 

や各家屋の破損状況）によって、受⼊⺠家の変更や⺠泊体験の中⽌をお願いする場合があります。 
古宇利島にも受⼊⺠家が在籍していますが、暴⾵域の⾵速 25 メートル以上で、「古宇利⼤橋」「ワルミ⼤橋」 

が封鎖になります。 
巻末に今帰仁村ハザードマップを添付しています。 
台⾵及び⾃然災害による全⾏程のキャンセルは、キャンセル料は発⽣いたしません。 
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◆救急病院◆ 
🏥県⽴北部病院 
  (⼩児科あり) 
☎0980-52-2719 
🏠名護市⼤中 2-12-3 

 
🏥北部地区医師会病院 

☎0980-54-1111 

🏠名護市宇茂佐 1712-3 

今帰仁村観光協会 
🏠今帰仁村仲宗根 230-2   コミュニティーセンター1Ｆ 

（受入当日メイン） 

（受入当日サブ ） 

（受入当日以外） ☎0980-43-7477 

《9. 緊急連絡体制》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆村内医療機関◆ 

🏥今帰仁診療所 
☎0980-56-3581 
🏠今帰仁村謝名 139 
診療時間： 
〔⽉・⽕・⽔・⾦〕 
 8：00〜17：30 
〔⽊・⼟〕 
 8：00〜11：30 
休診⽇：⽇・祝 

⺠泊家庭で 
処置または 
経過観察 

 
写真による
傷⼝の確認 

重傷・重体の場合 

軽傷の場合は観光協会が優先 

⾞で病院へ⾏く場合は、観光協会が先⽣を迎えに⾏き(村内)、⺠家で⽣徒と合流して、病
院に連れて⾏く流れになります。 
受⼊⺠家は⾃宅で⺠泊を続⾏し、観光協会は次の緊急出動に備えて待機状態に戻ります
ので、病院から帰る時はタクシーやレンタカーで待機本部宿にお戻りください。 

 
⺠泊家庭は⽣徒の状態を常に確認 

連絡 

連絡 

旅⾏会社・学校 
待機本部宿 

判断 

救急要請が優先
119 番 通報 

経
過
報
告 
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⺠泊家庭 

判断 

⺠泊家庭訪問 

※保険証の扱いについては、各 
医療機関にお問い合わせ下さい 



《緊急連絡先》 
 
【警察】     ●本部警察署(本部町・今帰仁村管轄)  0980-47-4110 
           〒905-0212 本部町⼤浜 850-1 

●今帰仁交番 0980-56-2303   
           〒905-0401 今帰仁村仲宗根 202 

●運天駐在所 0980-56-2816 
           〒905-0404 今帰仁村上運天 303-1 
 
【消防・救急】  ●本部町今帰仁村消防組合消防本部 0980-47-7119 
           〒905-0212 本部町⼤浜 850-3 

●本部町今帰仁村消防組合消防 今帰仁分遣所 0980-56-2151 
 〒905-0212 今帰仁村謝名 614 

 
【保健所】    ●沖縄県北部保健所 0980-52-2714 

 〒905-0017 名護市⼤中 2-13-1 
 
 

《10. 下⾒について》 

⺠泊体験の実施に先⽴ち、旅⾏会社と先⽣と観光協会の⽴ち会いのもと、打ち合わせと今帰仁村内の 
施設等の下⾒を⾏う事ができます。 

 下⾒は下記の内容に沿って⾏い、訪問順や訪問先は当⽇の状況により調整いたします。 
 訪問する内容によって所要時間が異なりますが、およそ 2〜3 時間を予定しています。 
 集合場所は、今帰仁村観光協会または今帰仁村内の宿泊先のロビー等で打ち合わせを⾏います。 

 
●「今帰仁村教育旅⾏⺠泊体験ご利⽤の⼿引き」(本誌)（約 40 分） 
 ⽣徒割表や⺠家割表の作成など、⺠泊体験実施までのスケジュールの確認、注意事項の確認、 

⼊村式・離村式会場、待機本部宿の確認などを⾏います。 
また、気になる⽣徒やアレルギー・持病情報等の共有、質問や要望などもお聞かせください。 
 

●⼊村式・離村式会場の視察（1 箇所につき約 20 分） 
   ⼊村式・離村式を⾏う会場の視察に⾏きます。またバス等の乗降位置の確認を⾏います。 
 

●受⼊⺠泊家庭の訪問（約 15 分） 
 受け⼊れ⺠泊家庭に訪問して、居間・⾷堂・寝室・⽔回りなどを⾒学します。 

⺠家さんのお話も聞くことができます。訪問は原則 1 軒としています。 
感染症等の状況や⺠家の都合等により訪問できない場合があります。映像で確認することもできます。 
 

●⺠泊体験中に⽣徒さんが⽴ち寄りそうな場所の確認（1 箇所につき約 20 分） 
 世界遺産今帰仁城跡、古宇利島のハートロック、古宇利島オーシャンタワー、今泊集落、村内のビーチ 

などを回って状況確認を⾏います。 
 
※上記の所要時間は施設間の移動時間は含まれません ※感染症対策の説明が追加になる場合があります 

   
《オンライン下⾒について》 今帰仁村観光協会 Web https://www.nakijinson.jp 

Web に掲載している⺠泊体験の資料と映像と、ZOOM 等の Web 会議サービスを利⽤して、 
オンライン下⾒や打ち合わせを⾏うことが可能です。お問い合わせののち⽇時をご予約下さい。 

12 





14



15



16



17



18



19










	空白ページ



