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株式会社 岩崎敬環境計画事務所
KEI  Iwasaki  Environmental Planning co.,ltd.

神奈川本所

川崎市麻生区上麻生 1-15-3 #301    
       TEL 044-281-0973 FAX 044-281-0974

フランス：53, rue de Turbigo 75003, Paris
中国        ：上海市�嘉定区江橋鎮金園四路 258号

昭和６２年３月２０日 ( 1987 / 03 / 20 )

１０００万円

代表取締役   岩 崎   敬

取 締 役   糟 谷 英一郎

                            三 輪 敏 夫

監 査 役   後 藤   正

三菱東京ＵＦＪ銀行麻布支店

三井住友銀行青山支店

Apr. 1978 文化と環境の会設立
             * まちづくりに関する計画研究組織

Mar. 1985  （株）ＵＰＭ環境計画室設立

Mar. 1987    （株）岩崎敬環境計画事務所
                                * 文化と環境の会と株ＵＰＭ環境計画室を統合

概   要

● 社 名

● 所 在 地

・海外連絡所

● 設 立

● 資 本 金

● 役 員

●取 引 銀 行

● 沿 革

●業 務 内 容

● U R L
● E - M A I L

●提携組織・

 芸術家

   

１．都市および建築に関する調査研究および企画計画

２．環境の情報システムに関する調査研究および企画計画

３．教育文化システムに関する調査研究および企画計画

４．余暇開発に関する調査研究および企画計画

５．その他社会システムに関する調査研究および企画計画

６．前各号に関連する一切の業務

http://www.cellcity.jp
kiws@cellcity.jp

Sepia Conseils, France, Paris 
上海貝豊環境芸術有限公司、中国 上海市
I-aso: 坂野正崇：宮大工：東京
杉浦忠雄：造形作家、川崎
岸田省吾建築設計事務所：東京
岩村建設、岩村弘：構造設計家、熊本
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デザインコンセプト
包括的な都市社会モデル：CELL CITY

  時代は、拡大と効率の機械時代の 20 世紀から、創造的で人間的な「知恵

時代の 21 世紀」に移行しています。（株）岩崎敬環境計画事務所では、知恵

の時代の環境のデザインと、その実現プログラム開発を展開して参りました。

そのコンセプトモデルである Cell City では、空間デザインに加え、人々の活

動やその源となるコミュニケーション環境を含めた包括的な環境デザインを

提案しています。

この Cell City は、

  循環社会と緑化された生活空間を実現するエコロジカルな土地利用方法

[The Cell System] と、

  創造的なコミュニティを作り出すコミュニケーション環境

[Trans Inspiration Network]  により成り立ちます。

この Cell City は、ナポリ大学国際都市デザインコンペティションを始め、フ

ランス水学会など国際的な評価を受けたものです。

 この Cell City モデルを背景に ,stream scape（流れのデザイン）と呼ぶ包括的な街づくり手法により

    ●安全都市の研究（持続する都市のためのプログラム）とその都市デザイン

    ●コミュニティコミュニケーション研究とそのコミュニケーションシステムの開発

    ●生涯学習環境の研究やその拠点とプログラムの計画

    ●街造りプログラム、地域興しプログラム

    ● Earth Work（環境芸術）作品の創作

を展開しています。

CELL CITYについては、http://mr.rcast.u-tokyo.ac.jp

stream scapeについては、http://www.cellcity.jp/をご参照ください
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< エコロジーとコミュニティ：未来の源＞
CELL CITY では、

世界につながる感性の高いコミュニティと、
エコロジカルで地球への負荷の少ない環境

との双方が成立する

＜文化・健康・安全：知恵の時代の根本的な価値 = 持続をもたらす＞
規模が大きいだけ、美しいだけでは、リスクの増大だけでなく、環境としての魅力も低下する

地域から、身近な視線から、文化力の重要性が明確になった
文化・健康・安全の追求が、環境の活力を高めていく

＜自由な場：創造の源＞
自由な学習空間としての美術館、

自由な体験空間としてのフィールド、
創造的なコミュニケーションへ導く環境

が、最も重要なデザイン目標である

＜創造的なコミュニケーション：持続の源＞

コミュニケーション能力があれば、たとえ物理的な破壊があって

も、復興への意欲と知恵、周囲からの支援が生まれ、復興する。

つまり、創造的なコミュニケーションは、未来を作る
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建築・ランドスケープ・都市計画  地域文化・芸術
建築、空間デザインの実績

■三陸地区、復興デザイン

・津波から逃げる必要のない街づくり
・弱者を迎えに降りなくても良い街づくり
・風通しの良い、海の見える斜面住宅
・三陸沿岸の斜面を、安全資源として活用する計画
・斜面に沿う住宅や建物が、避難ルートとして高台まで通じている

■KY水族館　基本計画・基本設計
　・京都駅西側に広がる梅小路公園内北側に位置する水族館
　・東西に細長い敷地を、大きく3ブロックに分け、自然な動線で結ぶ
　・南の公園に向けて、開放的な空間を用意する
　・動物と人とのコミュニケーションを創り出す自由な空間

■墨田水族館　基本計画・空間構成･展示基本計画・基本設計
　・複合ビルに立地する水族館
　・公園のような水族館を目指し、自由に居場所を決める滞在型素水族館
　・国内最大級のペンギンプールを周囲から観察できる、自由な空間



Kei Iwasaki environmental planning co.,ltd.     Jan 2014

建築・ランドスケープ・都市計画  地域文化・芸術
建築、空間デザインの実績

■十日町：映画館及びホール：中越地震で映画館を失った街の復興

　・パチンコ屋、レストランと変遷した施設を、映画館に改造した
　・映画館には、ロビー空間を展示・舞台を併設した
　　文化の場、としてのコミュニティをつくりだす
　・映画館：130席、フィルム、デジタル、最新の音響設備を備える
　・音響の設計目標をスタジオ並とした
　　ささやく声、枯れ葉の音など静かな音が、そのまま聞こえる
　・ロビー：さなコンサート、展示会、講演などを開催
　・トビー、トイレ、喫茶など、心地よさの徹底的な追求
　・屋外のポスターパネルとサイン
　　映写機の部品を用いたオブジェ、
　　ミラーのポスターのベースは、見る人、街の姿を映す

■東寺野外能：美術監督、舞台・照明デザイン

・東寺（京都,ユネスコ世界遺産）で開催された野外能の舞台デザイン
・空海の建立した東寺講堂と金堂との間の空間全体を舞台空間とした
・間伐材をちりばめ、その上に舞台を設置した
・舞台下に水面を設けた
　水面は地球を表現し
　舞台と水面との間の間伐材が、我々の住む街・社会を表現し
　舞台（から上）は宇宙を表現している
・背景の東寺講堂内部は、異次元の世界（ブラックホール）を表す
・照明は、左右からの光を中心に、背景を照らさない

■川崎市アートセンター

　・200席の劇場、113席の映画館、それらのための工房等による施設
　　演劇大道具の工房：防音され、舞台や上映に影響を及ぼさない
　　デジタル映像編集室：ハイビジョン対応の本格的な映像編集が可能
　・若者の育成、地域の高度な芸術活動を育てる
　　日本映画学校,昭和音楽大学等の若者の参加や、
      芸術祭を支えてきた市民の支援を受け、地域と一体となった運営を目指す
　・劇場は可変舞台により、多様な創作に対応する
　・映画館は、映画制作の最終ダビングにも対応する貴重な制作室となる
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■風景のディスプレイ：新百合ヶ丘

・大規模商業施設用地でのアースワーク（環境芸術）
・東西南北はおろか、地域から確認できる風景を忘れた都会人が
、都市のオリエンテーション（方位）を感じるためのデザイン
・地の草木を活用する
・富士山、奥多摩、真南などを自然に眺めることになる
・夜間は　ゆっくりと明滅する照明が、動物の様な動きを作る

■西宮 宮水庭園：兵庫県町並み賞、西宮市景観賞

・３００以上の伝統を持つ酒造りの文化を今の市民に伝える
・百名水の一つの宮井戸
・西宮の青い空、白い雲、楠の深い緑を移す、ミラー
・道路から見渡すためのステンレスを編んだフェンス

■中国上海市　　　　　　　（設計競技）：奨励賞受賞
　　共同設計：上海貝豊環境芸術有限公司

　・地下鉄駅に接するショッピングアーケード（商店街）と公園
　・地下（地下鉄駅入り口・商店街）に光が落ちる光の回廊、
　・街を見渡す丘と展望台（敷地内での土の移動）
　　平板な都市に立体的な楽しみを作る
　・敷地に残す歴史的な建物
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展示・学習・サイン  地域文化・芸術 / 水文化
建築、空間デザインの実績

■西宮と酒文化の道サイン
（コンテンツ制作、サインフレームデザイン）

・街全体をミュージアムとする　文化のサイン
・酒造りの文化を、多面的に　現場で　解説している
・技術の歴史、訪れた文化人とその作品、生活様式の変化、明治以降の日本な
ど、酒蔵地帯が持つ文化を現場の風景や施設に応じて解説している
・サインフレームは、稲穂のカーブによる
・銅板のパネルは、永久的な利用に耐える

■第3回世界水フォーラム特別展示：フランス持続的環境省、日本国
土交通省
（コンテンツ作成、空間展示デザイン）
・水文化の持つ多様性を、包括的に表現した
・展示をインスタレーションアートとして表現し、間隔でも理解でき
るようにした
・国際的な展示の移動を前提に、くみ上げた

■S酒造会社（酒蔵）屋外サイン・カラリングーリング

　・ステンレスレリーフによる、大型サイン制作（９ｍ＊１１ｍ）
　　メッシュ、パンティング、グリッドの組み合わせで、立体的な陰影を作る
　・透明感のあるカラーによる、季節や日差しの変化を映す
　・明るい色彩による、300年の歴史のある地場産業のイメージ転換
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都市計画・ランドスケープ・建築  地域文化・芸術 / グリーンツーリズム・健康
建築、空間デザインの実績

■コープビレッジ神泉：改築、増築

・旧矢納小学校をセミナーハウスとした
・校舎を宿泊棟とし、ダイニングとサロンを新築した
・学生の合宿、地域の子供の学習・交流の場として活用

■スターフォレスト利賀：改築、増築

　・旧坂上小学校のセミナーハウス化
　・校舎を宿泊棟とし、ダイニング、浴場を新築した
　・大学生の合宿、地域の交流拠点、生涯学習拠点として活用
　・セミナー、富山大学公開講座、演劇団体の合宿などで利用
　・集成材による特注家具、布のパーティションで、
　　落ち着いた雰囲気をデザイン

■猿八文庫：木造

・旧校舎に隣接する文庫
・元早稲田大学演劇博物館館長、鳥越文蔵先生の蔵書を収容する伝統芸能専門図
書館
・開架書棚の横でそのまま書に親しめる空間
・定期的な公開講座、人形芝居の公演がある
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都市計画・ランドスケープ・建築  ユニバーサル＆ナチュラルデザイン
建築、空間デザインの実績

■文京区　T邸

・脳梗塞で倒れた、科学者であり芸術家の自邸
・現役生活を送るための、完璧なバリアフリーの実現
・多くの訪問者に対応する空間構成
・家屋内の生活と屋外とのコミュニケーション性の確保
・シンプルで美しいバリアフリー機器のデザイン
・都心にありながら、太陽や星の動き、気候の変化を感じる大きな窓と吹き抜け

S邸

・先代から育つ梅の木を中心とした住宅
・来客が多く、料理でもてなす家人のために、厨房を中心とした家
・和風＋モダンなデザインのために、素材や色彩（自然染料）に工夫

■港区　Mビル：デザイン糟谷英一郎
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■黒竜江中医薬大学日本校　施術室

　・中医学の視点に沿い、精神的に安らぐ環境づくりを目標とした
　・木のルーバー（格子）による、密閉感のない仕切りを実現させた
　・安らぐ透明度の高い色彩・塗装は、周囲の光の変化を映している
　・周囲の光の変化が、空間の表情を変えていく

■富山大学生活協同組合　杉谷キャンパス店

　・大学施設を学生教職員用店舗として改築
　・開放性と防犯性を保つルーバー（格子）による間仕切り
　・自然素材を用いて、落ちつきや安らぎを演出
　・檜の床、檜のルーバー
　・施設内にパン焼の厨房を設置、香りが格子を通して拡がる

京都水族館：海獣ゾーン内装改修

・ゆったりとくつろぐための、ベンチとテーブル
・水、アクリル、鉄　という水族館イメージに、檜のベンチと小さなテーブル
・床の一部にパンチメタルの床を増やし、日本の伝統色「緋色」を用いた
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■ギャラリー坂：デザイン糟谷英一郎

建築、空間デザインの実績

聖心女子学院（1925年設計）の部分改修　I-ado:坂野
・老朽化した施設の、部分改修、補修

古民家の再生：I-ado坂野
・東京都心に残存していた古民家の再生
・構造材、床などの再生を図る
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タウン プログラム

■安全学習ワークショップ　安全ＱＯＬ
：サバイバルクッキング　東京都江東区
・水を使わず食事を得る

■安全学習ワークショップ　安全ＱＯＬ
：タウン オリエンテーション 東京都江東区
・安全な方向を知る
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業務経歴

●感性を豊かにする空間デザイン

●安全都市の研究とその都市デザイン

●コミュニティコミュニケーション研究とそのコミュニケーションシステムの開発

●生涯学習環境の研究、その拠点とプログラムの計画

●街造りプログラム、地域興しプログラム

● Earth Work（環境芸術）作品の創作
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●感性を豊かにする空間デザイン

  コミュニケーションを豊かにする空間デザインは、今後益々必要となります。これは、単に人と人とのコミュニケーションだけ

でなく、人と自然とのコミュニケーション、文化との関わりなども含まれます。直接的には、文化芸術施設は、最もこの視点が要求

される空間といえます。それだけでなく、心から学ぶ学校教育施設、健康を創り出す医療施設、重要な検討の場である会議場は始め、

住宅に至るまで、ありとあらゆる空間で、この視点が必要になってきています。

  これまで、地域活性化のためのセミナーハウス、健康施術室、休息の場でもある大学店舗、映像演劇施設、さらには感性を刺激

するランドスケープ、文化的な展示空間などを手がけて参りました。

・KY 水族館、SU 水族館計画

・十日町シネマパラダイス（映画館＋文化コミュニケーション施設）

・川崎アートセンター（映画館、劇場、舞台工房、映像編集室、コミュニケーションスペース）

・東寺野外能特設舞台（世界遺産歴史的環境での新作能のための特設舞台）

・黒竜江中医薬学大学日本校施術室（施術室、学生演習室）

・L'esprit de l'eau   世界水フォーラム フランス･日本特別展示（京都他）

・L'esprit de l'eau  :  水文化ミュージアム（ラバト、モロッコ）

他
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●都市安全

  都市安全は、21 世紀の都市基盤です。その安全とは、技術的解決のみならず人体の免疫機能のように達成されるものです。コミュニティの市民が、豊

かな感性とそれを伝えるコミュニケーション能力を持っていることで実現できます。その結果、賢く自立するヒューマニティあふれるコミュニティが、自ら

コミュニティの未来を決めることが可能となります。一方では、その環境維持システムは、きわめて合理的になる傾向を持つことができます。一方で、コミュ

ニティ不在の免疫力のない２０世紀型の都市は、死を迎えることとなります。この考えに基づいて、阪神淡路大震災からの復興街づくりや、過疎地の活性化

など、２１世紀の街づくりを実践しています。

安全安心情報ネットワーク 通学路安全チェックワークショップ（学童、保護者対象）

文部省科学研究費   ハリケーンカトリーナ災害復興調査（ニューオリンズ、ミシシッピー州周辺）

フランスエコロジー持続的開発省・国土交通省 第３回世界水フォーラム特別展示 計画、コンテンツ

（財）国際高等研究所  安全科学研究・都市安全学

文部省科学研究費   トルコマルマラ震災復興状況調査都市の死に関する包括的評価手法の研究

西宮商工会議所    西宮産業復興計画策定  同 委員会副委員長

建設省建築研究所   大火危険評価手法の研究：総合技術開発プロジェクト  

日本建築学会     災害時における人と車の動きに関する研究

東京都港湾局     有明スポーツレクリエーション施設基本計画：安全計画 

日本建築学会     避難と確率（建築雑誌）

民間         江東ゼロメートル地域の安全性について

民間         墨田区京島地区の避難可能性について

日本建築学会     安全計画２：評価手法 
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 AQUA VIEW 世界中の水環境をシェアし参加するシステム

 都市農山漁村交流活性化機構 グリーンツーリズムセンター事業「グリーンツーリズムポータルサイト」の開発

富山県利賀村     情報化農業人材育成事業 「Inspiration AGORA of TOGA」の開発運営

東京都渋谷区千駄ヶ谷グリーンモール 中小企業活性化ビジネスモデル「Sendagaya Design Valley」の開発運営

阪神淡路産業復興推進機構 CATV を使った商店街まちづくりシステム「Market Designer」の開発

西宮商工会議所     「Market Designer」を活用した参加型街造りコンテンツ制作

                  Hyper SHUKUGAWA Stream

                  Cyber-ARABESQUE KURAKUEN

情報処理振興協会（ＩＰＡ）地域総合情報化支援システム整備事業 りんくう Brain Bridge Project

阪神淡路産業復興推進機構 CATV を使った街づくり支援ｼｽﾃﾑ「Cyber Sakagura Street」の開発

埼玉県神泉村         山村等活性化ビジョン・多様な情報の受発信方策

コメント記入、追加

提供者、取材者のコメント

写真などのイメージ

地場産業のコミュニティへの公
開も大事なコミュニケーション
である（灘酒蔵）

様々な情報の広場であるポータルサイトは、２１世紀の重要な交流の場となる（西
宮、利賀、渋谷）

インターネットの双方向機能
を活用した多角的なコミュニ
ケーション（風景記憶館）

●コミュニティ コミュニケーション

  ２１世紀のコミュニティ コミュニケーションは、創造的な市民の育成環境とその市民参加を支える環境によって実現します。そのための支援ツールとし

て、インターネットを活用した双方向コミュニケーション技術、画像を主とするコミュニティの参加型データベースを開発し、西宮市などの関西地区で実験

を進めています。
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●生涯学習環境

  ２１世紀のコミュニティは、市民は、自らのコミュニティを包括的に知り、多くの知と交

わり、創造的な視点をもってコミュニティに関わることで活性化します。地域の文化を包括的

に学ぶために「風景の情報化」といった視点からのサインづくり「風景のサイン」を開発し、

埼玉県川口市の文化財サインや兵庫県西宮市の地場産業のためのサインなどで実践しています。

学習の場については、廃校を生き返らせコミュニケーション機能を付加し、地域だけでなく広

域的に開かれた２１世紀の学習拠点を、富山県利賀村や佐渡の畑野町で試みています。

   川口市  文化資源を生かしたまちづくり
       リレートーク 01“人が動く , 芸が育つ , 街が活きる（人が街を創る  街が人を創る）”      
       リレートーク 02“風景は文化だ”     
   川崎市    人語る“時代を感じ、芸に表す” 
   川口市    美術が街に繰り出す“アート公民館で街を創る（不安な時代だから文化力）

兵庫県西宮市   酒蔵通り、酒文化タウンサインデザイン、コンテンツ制作

富山県利賀村   利賀村都市農村交流施設管理組合

        （利賀村セミナーハウス文化ワークショップ）

  第 1 回『炭焼きと利賀バーチャル風景記憶館』

  第 2 回『価値？』映画監督千葉茂樹氏を招聘

  第 3 回『伝統と先端』前早稲田大学演劇博物館館長鳥越文蔵氏を招聘

新潟県畑野町   猿八文庫基本計画・基本設計

富山県利賀村   大学セミナーハウス、インターカレッジ実施計画、基本設計

富山県利賀村   プラニングワークショップ「インターカレッジ」

神奈川川崎市   国際的な産業・科学技術文化施設立地基礎調査

                       「ダヴィンチミュージアム」

埼玉県川口市   川口市情報文化環境計画と文化財サイン（風景のサイン）

                       計画・デザイン・調査編集

埼玉県川口市   川口市社会教育施設基本構想「川口学舎」

埼玉県神泉村＋早稲田大学生活協同組合   セミナーハウス実施計画、基本設計

神奈川川崎市   川崎市民ミュージアム学習情報計画、基本計画・実施計画

振る舞い

街を一巡することで、
リ ア ル な 体 験 が 得 ら
れる風景のサイン（埼
玉県川口市文化財サイ

ン）

イ ン タ ー ネ ッ
ト を 活 用 す
る ダ イ ナ ミ ッ
ク な ワ ー ク
シ ョ ッ プ 展 開

（富山県利賀村
セ ミ ナ ー ハ ウ
ス）

将来は移動ミュージアムによる、リアルかつバーチャルな学
習が可能となる（資料、データを蓄積するミュージアムとそ
れらを活用するオーサリングミュージアム）
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●街造りプログラム

  障害者や外国人などを交えた、複合的なコミュニティのデザインを、環境と人とのコミュニケーショ

ン、環境を介した人と人とのコミュニケーションの視点から進めてきました。横浜市では、街づくりを

通した都市の国際化計画や障害者のための街づくり計画を展開しました。

 過疎地や地方都市では、地域を越えて多様な人材が参加するネットワーク時代の広域的なコミュニケー

ションの可能性を生かした地域づくりを、富山県利賀村や埼玉県神泉村で展開しています。

西宮商工会議所  酒蔵地域新商業集積地区構想＜人が訪れたくなる街を創る＞

西宮商工会議所  山口町街造り活性化ビジョン

西宮商工会議所  阪神西宮駅地区商店街活性化構想

西宮商工会議所  酒蔵復興計画実施計画「宮水の場と cyber sakagura street」

西宮商工会議所  西宮市産業復興ビジョン

新潟県畑野町   天の川パーク基本計画  

埼玉県川口市   まちづくり情報誌 ＜川口の都市と文化＞

神奈川県横浜市  視覚障害者のための誘導ブロックに関する実態分析と方向性検討

北京菩提岡発展有限公司 北京市房山区衛星城基本構想（北京市房山区良郷）  

北京菩提岡発展有限公司 北京市三元城 Aviation City  ランドスケープデザイン 

埼玉県      彩の国埼玉国際化基本計画

神奈川横浜市   外国人の住みやすい街づくりマニュアルの策定

神奈川横浜市   だれにでも利用しやすいバスターミナル改良マニュアルの策定

神奈川横浜市   だれにでも利用しやすいバスターミナル・設計（横浜駅）

熊本県山鹿市   光のまちづくり（熊本県アートポリスプロジェクト）

富山県利賀村   コスモプラン、ネットワーク時代の新山村計画

民間       TOKIO 2015 GRAND DESIGN   

埼玉県深谷市   ２１世紀に向けた情報化戦略

埼玉県神泉村   基本構想「村際化計画」

埼玉県神泉村   観光基本計画－村を開く

まちづくり情報誌 ＜川口の都市と文化＞

酒蔵復興計画実施計画「宮水の場と cyber sakagura street」
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● Earth Work（環境芸術）

 ２０世紀の環境デザインは、機能と効率に追われ、ゆとりや安らぎなどの未来への活力源を失う傾向がありました。非日常的な印象、歴史や地理といった地

域の必然などを、アートとしてコミュニティに組み込んでいくことが、知恵時代の２１世紀の環境にとって無くてはならないモノのと考えています。「風景のディ

スプレイシリーズ」は、都市郊外の風景と歴史の確認を、大規模な空間や駅前ターミナルで地域の子供達とともに創作し、兵庫県西宮市では、酒造りの貴重な

資源であり名水百選に選ばれた宮水の井戸を生かした庭園を創作いたしました。また、第３回世界水フォーラムでは水の文化を環境芸術として表現しました。

 子供達との創作

「風を観る・光を観る」

川崎市新百合ヶ丘
風景のディスプレイ

西宮市宮井戸庭園
（日本百銘水宮水）

兵庫県街並賞・西宮市景観賞

Ｓ社酒蔵カラーリング
    ＆グランドスケールロゴマーク
歴史文化を活かす街づくり協定地区

「上海市大連路公共緑地」設計協議 奨励賞 中国・上海市

「水のエスプリ」世界水フォーラム特別展示 フランスエコロジー持続的開発省 , 国土交通省

「風景のディスプレイⅣ」 城峰公園拡張計画に伴う基本デザイン 埼玉県神泉村／神泉村

「風景のディスプレイⅢ（光を観る）」       川崎市文化行政推進会議／川崎市

「風景のディスプレイ II（風を観る）」       川崎市文化行政推進会議／川崎市

「風景のディスプレイ（アースワーク作品）」 川崎市アートフェスティバル／川崎市

「震災の記憶」（環境芸術作品・西宮市商工会議所壁面） 西宮商工会議所／西宮

「宮井戸庭園」西宮市景観賞・兵庫県まちなみ賞 民間／兵庫県西宮市

「五感の宿」grand design 民間／三重県鳥羽市

Ｓ社酒蔵カラーリング＆グランドスケールロゴマーク

水のエスプリ
第３回世界水フォーラム


