
結果報告書 

［中水提供］  丸の内熱供給株式会社：1,200 ℓ、株式会社 東京国際フォーラム：500 ℓ 
          ※中水協力 ： 物産不動産株式会社 

実施概要 
［期   間］ 2014年7月25日（金）～8月29日（金） 

［主   催］ 打ち水プロジェクト実行委員会 

  環境省／東京都／千代田区 
  一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 
  一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会 
  リガーレ＜ＮＰＯ法人 大丸有エリアマネジメント協会＞ 
  有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会 
 

［協   賛］ 三菱地所株式会社、東京ガス株式会社、株式会社大林組、鹿島建設株式会社、清水建設株式会社 

 大成建設株式会社、株式会社東京国際フォーラム、戸田建設株式会社、三菱電機株式会社 

 株式会社竹中工務店、株式会社サンケイビル、丸の内熱供給株式会社、有楽町マルイ 

 三菱UFJ信託銀行株式会社 
 

［衣装協賛］ 株式会社ジャパンスタイル 
 

［協   力］ Earth Literacy Program、株式会社ウェザーニューズ、株式会社ウェルシィ、有限会社ヴェント 
         一般社団法人大手町歩専道マネジメント、梅田ゆかた祭2014実行委員会、男きもの普及協会 
         コノハナきもの普及協会、上智大学ソフィア祭実行委員会、大丸有エコ結び実行委員会 
         東京商事株式会社、西梅田打ち水プロジェクト実行委員会、熱中症予防声かけプロジェクト 
         丸の内商店会、三菱地所プロパティマネジメント株式会社、NPO法人リコリタ  
 

［後   援］ ニッポン放送／一般社団法人 日本経済団体連合会 

［企画制作］ 一般社団法人 情報連携推進機構 



各会場詳細 

1 
丸の内de打ち水 
7/25（金）17:30～18:00 
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実施内容 ： 行幸通り（新丸ビル、丸ビルの間）の歩道部分を利用して参加者一斉打ち水を実施しました。当日は 
        実行委員長の福澤 武、環境省 石原大臣、千代田区 石川区長 、東京都第一建設事務所 安部所長、 

                 タレント、お天気キャスターの塩川菜摘 様にご登壇いただき、多くの参加者数でイベントを実施しました。 

会   場  ： 行幸通り（東京都道404号皇居前東京停車場線）  

参加人数  ： 約1,000名（昨年 約1,050名）  
                      ※通行者／見学者含む         
中水使用量 ： 800 ℓ ＜丸の内熱供給（株）より御提供＞  
温度変化 ： 33.7℃ → 32.3℃（-0.6℃） 
団体参加 ： 39社/団体 

（株）アコム、岩手もりおか復興ステーション、(株)ウェザーニューズ、（株）ウェルシィ、（社）大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、 
環境省、JPビルマネジメント（株）、スターバックスコーヒージャパン(株)、ＮＰＯ法人大丸有エリアマネジメント協会、 
（社）大丸有環境共生型まちづくり推進協会、田中貴金属販売（株）、中央不動産(株)、千代田区、東京海上日動火災保険(株)、 
東京海上日動ファシリティーズ(株)、東京ガス（株）、(株)東京国際フォーラム、東京都第一建設事務所、ニッポン放送、 
日本ホテル(株) 東京ステーションホテル、（社） 日本外国人特派員協会、日本郵便(株)、ハドソン・ジャパン(株)、東日本旅客鉄道（株）、 

丸の内消防署、丸の内熱供給(株)、(株)丸ノ内ホテル、三菱電機（株）、三菱地所(株)、(株)三菱地所プロパティマネジメント、三菱商事(株)、 
三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行(株)、明治安田生命保険相互会社、郵船不動産(株)、ラーラぱど、リストランテヒロ、NPO法人リコリタ、 
リンクトイン・ジャパン(株) 

丸の内de打ち水 
その他の関連イベント 

● 100人でヨガ＆打ち水～丸の内エリアで朝ヨガ～ 
 
会   場 ： 行幸通り（東京都道404号皇居前東京停車場線）  

参加人数 ： 100名 
協   力 ：  東京ステーションホテル、ＫＩＴＴＥ、THE JEXER TOKYO 

実施内容：  打ち水プロジェクトのスペシャル企画として行幸通り 
         で朝ヨガイベントを開催。参加された皆様には爽やかな 
         青空のもと赤レンガ駅舎を眺めながら、心身を解放して 
         もらった後に打ち水も実施いただきました。 

● 東京丸の内盆踊り2014 
 
会   場 ： 丸ビル1Ｆ マルキューブ、丸ビル外構部、丸の内仲通り（丸ビル前、 
         丸の内二丁目ビル前、丸の内ブリックスクエア前）、行幸通り  
日   時 ： 7/25（金）17：30～21：00、7/26（土）15：00～18：00 
参加人数 ： 15,815名 
特別協賛 ： 三菱地所（株） 
後   援  ：  千代田区観光協会 

実施内容：オフィス街丸の内で、涼を感じていただける「東京丸の内 
        盆踊り2014」を開催。夏の風物詩である「打ち水」をした後、 
                 やぐらの周りで盆踊りを実施。また、環境省、東京都、千代田区、 
                 三菱地所（株）など、主催者団体などによるブースを開設したほか、 
        丸の内エリアの人気飲食店（9店）がキッチンカーにてお祭りなら 
                 ではの屋台メニューを販売し、お祭り気分をさらに盛り上げます。 
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3 
大手町川端緑道打ち水 
8/4（月）17:30～18:00 

実施内容  ： 今年の4月に開通した「大手町川端緑道」にて初めての打ち水イベントを開催。 
       イベントのオープニングには千代田区より山口副区長、隣町になる内神田鎌倉町会 より 齋藤会長 

       にも参加いただき、「町」としての交流の場にもなりました。 
       打ち水ステージ展開では、丸の内消防署の方に「水消火器」を使っての消火器の使い方指導や、 
       登壇者による鏡割り、抽選による特製手ぬぐいのプレゼントなども実施しました。 

会      場  ： 大手町川端緑道    
参加人数  ： 約300名 
中水使用量 ： 100 ℓ ＜(株)丸の内熱供給 より御提供＞ 
温度変化 ：温度変化 ： 32.2℃ → 31.9℃（-0.3℃） 
団体参加 ： 15社/団体 

2 
有楽町打ち水 
8/1（金）17:30～18:00 

実施内容  ： 打ち水イベント前には上智大学の学生によるソフィア祭におけるエコ活動の紹介ステージや、 
                    有楽町マルイ様のご協力による「マルイのラクチンゆかたとマリークヮントの色艶メイクショー」を実施。 
         また打ち水実施後にも歌手の高松 豪 様による「ミニライブ」も開催しました。 

         ステージには主催者代表として、有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会 飯塚会長、丸の内警察署 根本署長、  
         丸の内消防署 髙橋 署長、ＪR有楽町駅 大島駅長にもご参加いただきました。 

会      場  ： 有楽町駅前広場（有楽町イトシア前） 
参加人数  ： 約450名（昨年 約450名） 
          ※通行者/見学者含めると2,000名           
中水使用量 ： 300 ℓ ＜ (株)丸の内熱供給 より御提供＞ 
温度変化 ： 温度変化 ： 32.5℃ → 31.0℃（-1.5℃） 
団体参加 ： 21社/団体 

（社）大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、銀座インズ、上智大学、 
（社）大丸有環境共生型まちづくり推進協会、NPO法人大丸有エリアマネジメント協会、千代田区、 
千代田区観光協会、東京高速道路(株)、東京交通会館、東和産業(株)、ニッポン放送、東日本旅客鉄道(株)、
丸の内警察、丸の内消防署、三菱地所(株)、丸の内熱供給（株）、有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会、 
有楽町駅前開発、有楽町センタービル、有楽町町会、有楽町マルイ 

（株）ウェルシィ、（社）大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、（株）サンケイビル、ソニー銀行（株） 
（社）大丸有環境共生型まちづくり推進協会、NPO法人大丸有エリアマネジメント協会、田中貴金属販売（株）、 
千代田区、（株）日本政策投資銀行、（独）東日本都市再生本部、丸の内消防署、丸の内熱供給（株）、 
三菱地所(株)、三菱地所プロパティマネジメント(株)、（株）読売新聞東京本社 
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集まれKIDS打ち水 
8/14（木）15：30～16：00 

5 

会   場   ： 東京国際フォーラム内地上広場 

参加人数  ： 100名（昨年500名） ※通行者・見学者含む）           

中水使用量  ： 300 ℓ ＜（株）東京国際フォーラムより供給＞ 

温度変化 ： 28.2 ℃ → 28.0℃（-0.2℃） 

団体参加 ： 合計 6社/団体  

（社）大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、NPO法人 大丸有エリアマネジメント協会、 

（社）大丸有環境共生型まちづくり推進協会、(株)東京国際フォーラム、丸の内消防署、三菱地所(株) 

実施内容   ：あいにくの雨天だったのですが、東京国際フォーラム主催の「キッズジャンボリー」会場（中庭広場）の屋根がある 
          場所をお借りして、イベント参加の子ども、保護者の方々とで一斉打ち水を実施しました。 
         打ち水前には上智大学ソフィア祭実行委員の皆さんが「紙漉き体験コーナー」を実施したり、司会をしてもらった、  
         和田琢磨さんがリーダーの子供向けエコ音楽ユニット、「にゃんたぶぅ」のライブなどで会場を盛り上げていただき 
         ました。 

4 
大手町 打ち水 
8/8（金） 12：30 ～ 13：00 

実施内容   ： 当日は会場に特設ステージを準備して開催。 
          同会場にて開催していたエコキッズプログラム（サンケイビルＰＧ）へ参加のお子様にも当日の様子をインタ 
          ビュー形式で聞きながら、大手町のお昼時に和やかな雰囲気の中で打ち水を実施しました。 
          お昼休みの周辺企業の方々にも大勢、参加いただけました。 

会   場   ： 東京サンケイビル1F メトロスクエア「フラット」 
参加人数  ： 約400名（昨年 約 400名）、 
中水使用量  ： 200 ℓ ＜（株）東京国際フォーラムより御提供＞ 
温度変化 ： 32.5℃ → 31..2℃（-1.3℃） 
団体参加 ： 10社/団体 

（社）大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、(株)京三製作所(株)、(株)サンケイビル、 
NPO法人 大丸有エリアマネジメント協会、（社）大丸有環境共生型まちづくり推進協会、（株）日本政策投資銀行、 
丸の内消防署、丸の内熱供給(株)、三菱地所(株)、（株）読売新聞東京本社 
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丸の内de打ち水/東京丸の内盆踊り2014会場近辺にて浴衣着付け会場を用意 

7/25（金）丸の内de打ち水 /  会場には参加者の方々が浴衣になって涼しく参加できるように 
着付け会場を準備しました 
 
  7/25（金）着付け会場 ： 三菱ビル1Ｆ 「コンファレンススクエア M+  / サクセス  」 

5会場合計の参加者数 ：約2,350名  

全参加団体・社・店舗数：178団体/社/店舗 
   会場打ち水参加団体/社数    91団体/社 

   打ち水Weeks参加店舗/施設    87店舗/施設 

中水使用量  ：1,700ℓ 

※ 団体数は全会場の延べ団体数で算出 
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日   程 ： 2014年8月25日(月)〜8月29日(金) 

実施内容  ： 仲通り、有楽町の路面店/施設の方々中心に桶・柄杓を配布し期間中、 
         自主的に打ち水を実施 

参加数   ： 87店舗/施設 (昨年：96店舗/施設） 

Ａ１６、ＡＬＡＩＮ ＦＩＧＡＲＥＴ 丸の内本店、ＣＯＡＣＨ 丸の内、ＣＯＶＡ ＴＯＫＹＯ、ＤＩＥＳＥＬ 丸の内、Ｅｄｉｔｉｏｎ 丸の内、F.CLIO、

giraffe 丸の内店、HANAHIRO ＣＱ、ＪＶＣケンウッド丸の内ショールーム、ＫＡＧＡＥ ＫＡＭＰＯ ＢＯＵＴＩＱＵＥ、 

ＭＡＩＳＯＮ ＢＡＲＳＡＣ、ＭＪＣ、ＰＡＳＳ ＴＨＥ ＢＡＴＯＮ、アランミクリ、プレインピープル 丸の内、ＲＩＭＯＷＡ 丸の内店、 

ストラスブルゴ丸の内店／クルチアーニ、MERREM、ＹＬＡＮＧ ＹＬＡＮＧ、ZERO HALLIBURTON、アルマーニコレツィオーニ、 

一保堂茶舗 東京丸の内店、ヴァルカナイズ 丸の内店、エシレ・メゾン デュ ブール、エポカ ザ ショップ 丸の内、 

エルメス 丸の内店、エルメネジルドゼニア 丸の内店、エンポリオ・アルマーニ 丸の内店、オールド イングランド 丸の内店、 

オリエンタルダイヤモンド 丸の内店、カカオ サンパカ、かぐれ、かこいや、ガストロパブ クーパーズ、カバン ド ズッカ、 

カフェ ガーブ、カフェサルバドル、韓国外換銀行 東京支店、キャス・キッドソン 丸の内店、 

ケイト・スペード ニューヨーク 丸の内店、ゲラルディーニ 丸の内店／アレクサンドル・ドゥ・パリ、コム デ ギャルソン、 

コルネリアーニ、ザ ソブリンハウス、サルトテクニコ バセット ウォーカー、ザ・ペニンシュラ東京、ジョージ ジェンセン 丸の内、

ジョー マローン 丸の内、ティファニー、ドゥーズィエム クラス、トゥミ 丸の内店、トゥモローランド 丸の内店、 

ドコモショップ 丸の内店／ドコモスマートフォンラウンジ、ノコ・オーノ  丸の内仲通り店、バーバリー丸の内店 

ハーマンミラー、バカラショップ丸の内＆Ｂ bar Marunouchi、ラデュレ、パタゴニア、パティスリー・サダハル・アオキ・パリ、 

パリアッチョ、ビームス＆ウィンズ 有楽町、ビームス ハウス、ビームス プラス 丸の内、ヒットマン 丸の内、 

フェイシャル インデックス ニューヨーク東京店、フォリフォリ丸の内店、フランフラン、ブルックス ブラザーズ 丸の内店、 

ポール・スミス 丸の内店、マルゴ丸の内、マルティニーク丸ノ内、紫野和久傳、紫野和久傳 茶菓、USMモジュラーファニチャー、

ユナイテッドアローズ 丸の内店、ヨーガンレール、ラ フォンタナ マジョーレ、ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内店、 

ラ・メゾン・デュ・ ショコラ、ランド オブ トゥモロー 丸の内店、ル ドーム エディフィス エ イエナ 丸の内、 

ロイヤル コペンハーゲン 本店、ロクシタン、ワインショップ・エノテカ 丸の内店／ザ・ラウンジ 

（※アルファベット、五十音順） 

打ち水Weeks   



打水感測２０１4結果発表 

天気予報でおなじみの株式会社ウェザーニューズのご協力により、全国770万人の会員に打ち水実施の呼び掛
け、打ち水実施後の「体感的な『感測』」を報告していただきました。 

今年で9回目の開催 です 

【実施期間】7月25日～8月31日 
【報告数】23,468 

株式会社ウェザーニューズ 

担当：村田、中村 
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7/24（木）、25（金） 西梅田打ち水プロジェクト2014 と連携 

主    催  ： 西梅田打ち水プロジェクト実行委員会 

開催日時  ： 2014年7月24日（木）、25日（金） 12：00-19：00 

会      場  ：ブリーゼタワー北側、ハービスOSAKA南側周辺   

■ いろいろなエリアで行われている打ち水等と連携した展開を実施  

8/2（土） うち水っ娘大集合！2014と連携 

主      催  ： 千代田区 

実施団体 ：  NPO法人リコリタ 

開催日時 ： 2014年8月2日（土） 11：00～ 

場   所 ： ＪＲ秋葉原駅西側交通広場 

実施内容  ：今年で6年目の開催になる大阪西梅田で実施した打ち水とコラボレーションし、共通ロゴ 
        の使用などを実施し、イベント連携を実施しました。 
        当日は打ち水参加特典としてレストラン利用券（500円分）とひんやりスイーツアイスクリームなどの 
        無料プレゼントも実施しました。 

実施内容 ： 昨年同様に秋葉原で実施した打ち水イベントとコラボレーションを実施し、お互いの参加者への開催告知  
         などでイベント連携を実施しました。当日は秋葉原エリアのメイド喫茶で働く店員の方々50名が会場を 
        盛り上げて実施されました。 
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7/19（土）、20（日）梅田ゆかた祭と連携 

主    催  ： 梅田ゆかた祭2014 実行委員会 

開催日時  ： 2014年7月19日（土）、20日（日） 12：00-19：00 

会      場  ：大阪 梅田各所（ＪＲ大阪駅、梅田駅周辺）   

実施内容  ：今年で3回目の開催になる大阪梅田で実施した梅田ゆかた祭と連携し、リーフレットなどに相互の 
        イベント情報掲出を実施しました。 
        当日は打ち水イベントの他にも、浴衣で会場にくるとスタンプラリーの実施や周辺店舗、施設での  
        様々なサービスをご提供しました。 

8/1（金） 千代田区一斉打ち水と連携 

主      催  ： 千代田区 

開催日時 ： 2014年8月1日（金） 16：30～ 

場   所 ： 千代田区役所玄関前 

実施内容 ：千代田区で、毎年、8月1日を「区内一斉打ち水」の日と定め、区内各所で同時に打ち水を行う 
       「区内一斉打ち水」とリーフレット、区報などのツールにてお互いの情報掲出を実施しました。 
       8/1(金)には区役所を訪れる区民の皆さんとともに、打ち水を行いました。 
       小さなお子さんには、ぞうの形をしたジョウロを差し上げました。(1人1個)。 



P8 

各種制作物 

【 告知ポスター：Ａ１、４色1頁、50部 】 【 告知リーフレット：Ａ2-両面8ッ折、４色12頁、40000部 】 

【 告知ＷＥＢ 】 

※打ち水＆エコキッズ両用デザイン ※打ち水＆エコキッズ両用デザイン 
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報道実績 

No. 媒体名 媒体社名

1 livedoor地図情報(イベントバンク) LINE

2 @nifty旅行(イベントバンク) ニフティ

3 excite.シーズン(イベントバンク) エキサイト

4 朝日新聞デシタル(イベントバンク) 朝日新聞社

5 Walkerplus(Web)(イベントバンク) KADOKAWA

6 デート通(イベントバンク) インフォニア

7 いこーよ アクトインディ

8 e-NAVITA(イベントバンク) 表示灯

9 おでかけ旅ガイド(イベントバンク) パナソニック

10 学研キッズネット(イベントバンク) 学研教育出版

11 すぽっとサーチ(イベントバンク) ニコン

12 富士フイルム Fotonoma(イベントバンク) 富士フイルム

13 まちこみZAQ(イベントバンク) テクノロジーネットワークス

14 livedoor地図情報(イベントバンク) LINE

15 @nifty旅行(イベントバンク) ニフティ

16 excite.シーズン(イベントバンク) エキサイト

17 朝日新聞デシタル(イベントバンク) 朝日新聞社

18 Walkerplus(Web)(イベントバンク) KADOKAWA

19 デート通(イベントバンク) インフォニア

20 e-NAVITA(イベントバンク) 表示灯

21 アパホテル(イベントバンク) アパホテル

22 おでかけ旅ガイド(イベントバンク) パナソニック

23 すぽっとサーチ(イベントバンク) ニコン

24 富士フイルム Fotonoma(イベントバンク) 富士フイルム

25 まちこみZAQ(イベントバンク) テクノロジーネットワークス

26 きものSalon(Web) 世界文化社

27 livedoorニュース(マイライフニュース) LINE

28 Woman.excite Kirei Style(マイライフニュース) エキサイト

29 マイライフニュース ヒューマン・データ・ラボラトリ

30 gooニュース(VOGUE) NTTレゾナント

31 Oggi.TV 小学館

32 VOGUE.COM コンデナスト･ジャパン

33 excite.ニュース(cafeglobe) エキサイト

34 Yahoo!BEAUTY(cafeglobe) ヤフー

35 楽天WOMAN(cafeglobe) 楽天

36 マイナビニュース(cafeglobe) マイナビ

37 cafeglobe メディアジーン

38 WEB-NILE ナイルスコミュニケーションズ

39 THE JAPAN TIMES ジャパンタイムズ

40 朝日新聞(東京) 夕刊 朝日新聞社

41 朝日新聞デシタル 朝日新聞社

42 朝日新聞デシタル 朝日新聞社

43 朝日新聞(北海道) 夕刊 朝日新聞社

44 MetRo mIN. 8月号 スターツ出版

45 TOKYO HEADLINE ヘッドライン

46 日本経済新聞(Web) 日本経済新聞社

47 日刊アメーバニュース(東京バーゲンマニア) サイバーエージェント

48 ひるまえほっと NHK

49 Peachy(東京バーゲンマニア) LINE

50 gooニュース(VOGUE.) NTTレゾナント

51 gooニュース(東京バーゲンマニア) NTTレゾナント

52 excite.ニュース(東京バーゲンマニア) エキサイト

53 Infoseekニュース(東京バーゲンマニア) 楽天

54 楽天WOMAN(東京バーゲンマニア) 楽天

55 So-net(東京バーゲンマニア) ソネット

56 GREEニュース(東京バーゲンマニア) グリー

57 東京バーゲンマニア ジェイ･キャスト

58 Mapionニュース(東京バーゲンマニア) マピオン

59 Mekepo Girls(東京バーゲンマニア) Mekepo Girls

60 TiARYPress(東京バーゲンマニア) ワイズマネージメント

No. 媒体名 媒体社名

61 VOGUE.COM コンデナスト･ジャパン

62 日本経済新聞(東京) 都内版 日本経済新聞社

63 日刊アメーバニュース(マイナビニュース) サイバーエージェント

64 gooニュース(マイナビニュース) NTTレゾナント

65 livedoorニュース(マイナビニュース) LINE

66 @niftyニュース(マイナビニュース) ニフティ

67 BIGLOBEニュース(マイナビニュース) ビッグローブ

68 excite.ニュース(マイナビニュース) エキサイト

69 Infoseekニュース(マイナビニュース) 楽天

70 ニコニコニュース(マイナビニュース) ニワンゴ

71 Woman.excite Kirei Style(マイナビニュース) エキサイト

72 マイナビニュース マイナビ

73 Mapionニュース(マイナビニュース) マピオン

74 tabico(マイナビニュース) ゼンリンデータコム

75 ネタりか(マイナビニュース) ヤフー

76 夕刊アメーバニュース サイバーエージェント

77 EICネット 環境庁

78 銀座新聞ニュース 銀座コミュニケーションズ

79 NEWS23 TBSテレビ

80 ニュースウォッチ9 NHK

81 LIVE2014ニュースJAPAN フジテレビジョン

82 朝日新聞 夕刊 朝日新聞東京本社

83 朝日新聞 夕刊(札幌） 朝日新聞東京本社

84 読売新聞 夕刊 読売新聞東京本社

85 読売新聞 夕刊（高岡） 読売新聞東京本社

86 スーパーニュース フジテレビジョン

87 NEWS ZERO 日本テレビ放送網

88 Yahoo！ニュース（時事通信） ヤフー

89 Yahoo！ニュース（時事通信） ヤフー

90 msn.産経ニュース マイクロソフト

91 日テレNEWS24 日本テレビ放送網

92 gooニュース（時事通信） NTTレゾナント

93 gooニュース（時事通信） NTTレゾナント

94 BIGLOBEニュース（時事通信） ビッグローブ

95 Infoseekニュース（時事通信） 楽天

96 Infoseekニュース（時事通信） 楽天

97 BIGLOBEニュース（時事通信） ビッグローブ

98 日刊ゲンダイ 日刊現代

99 日刊ゲンダイ（大阪） 日刊現代大阪

100 日刊ゲンダイ（札幌） 日刊サッポロ

101 日刊ゲンダイ（名古屋） 中部経済新聞社

102 47NEWS 全国新聞ネット

103 NHK NEWS WEB NHK

104 日本経済新聞（Web） 日本経済新聞

105 ズームイン！！サタデー 日本テレビ放送網

106 環境新聞 環境新聞社

107 交通新聞 交通新聞社

108 TOKYO HEADLINE ヘッドライン

全広告料金換算：¥107,907,000 




