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講演会 セミナー

時間：1０：３0 ～ 1１：３0
講師：ソフトバンク株式会社
ビジネスパートナー営業本部福原 基樹 氏
定員：１００名
会場：セミナールームA

プロカメラマンが伝授！商品撮影セミナー
～おいしい写真で千客万来～

ソフトバンクの提唱する「働き方改革！」
～５G(第５世代移動通信システム)で実現する未来！～

時間：１5：3０～ １6：3０
講師：株式会社エコールドフルール

代表取締役 古田 由美 氏
定員：70名
会場：セミナールームB

３つの「間」への投資！
「健康投資」から生産性向上への紐解き

経営者は健康経営にどの様な投資をすることが
できるのか？また、生産性向上との関係性は？
そこにある存在する３つの「間」を中心に取組の
紐を解くポイントを紹介します。

時間：AM１０：３０ ～ １２：００
PM１３：３０ ～ １5：0０

講師：プロカメラマン ＥＯＳ学園講師
写真家 日下 潤一 氏

定員：AM部10名 / PM部１０名
会場：ミーティングルームA

※セミナータイトル・内容が変更になる場合があります。予めご了承ください。

講師プロフィール： 古田 由美（ふるた ゆみ）
広島修道大学非常勤講師・山陽看護専門学校非常勤講師
ヒューマンアカデミー講師（コミュニケーションカウンセリング）
中小ベンチャー企業支援専門家（財団法人ひろしま産業振興機構）

会社案内や商品カタログなどを作成する際に、無くて
はならないのは「写真」です。専用のスタジオなど本格
的な設備がなくても、ワンランク上に見える撮影のコツ
を、一眼カメラ実際に使いながら体験頂きます。
※ご自身のカメラでの受講をご希望の方は、当日会場にお
持ちください。

講師プロフィール：日下 潤一（くさか じゅんいち）
プロカメラマン・EOS学園講師
大阪芸術大学写真学科を卒業後、麻布スタジオに入社。 退社後はフリー
現在は雑誌、広告、ストックフォトの撮影で活動中。

人生、今日がはじまり
「良い品 良い人 良い会社つくり」への挑戦

人生、今日がはじまり
「良い品 良い人 良い会社つくり」への挑戦
「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の表彰を
され、人を大切にする会社として、未来に必要とさ
れる人財創造企業を目指す。

講師プロフィール：森光 孝雅（もりみつ たかまさ）
株式会社八天堂 代表取締役
1964年広島県三原市生まれ。有名パン屋での修行を経て1990年八
天堂へ入社。焼きたてベーカリーを県内に13店舗出店。2006年三代目
社長就任。「くりーむパン」がヒットし、国内28店舗、海外7か国へ展開。
未来に無くてはならないソーシャルカンパニーと人財創造企業を目指す。

10日
(木)

９日
(水)

※駐車場はエフピコRim専用駐車場をご利用ください。
2時間利用券をご用意致しております。

時間：１３：３０～ １5：00
講師：株式会社八天堂

代表取締役 森光 孝雅 氏
定員：４５名
会場：セミナールームC

経営者向け！「山田方谷」の藩政改革

プロから学ぶ！
「お客様心理に基づく効果的なPOP作成講座」

講師プロフィール：森本 純子（もりもと じゅんこ）
モリモトデザインオフィス 代表
POP・ディスプレイ企画制作に従事後、2009年に独立
POP・ディスプレイセミナー、社員研修、店舗改善アドバイザーを行い、全国
5,000名以上の指導にあたる。

POPで売上を伸ばしたい・・・
時間をかけずにPOPを作りたい・・・
インバウンド対応はどうすれば？
POP作成担当様必見！
お客様心理に基づいた「コトPOP」が
解決します。POP製作に必要なノウハ
ウをお伝えいたします。

時間：１0：３０～ １2：00
講師：モリモトデザインオフィス

代表取締役 森本 純子 氏
定員：４５名
会場：セミナールームC

10日
(木)

サイバー攻撃から企業を守るための必要な
「5つの備え」とは！？

～これからのセキュリティ対策は『起きる事を前提』に考える～

時間：13：３０～ 14：3０
講師：キヤノンマーケティングジャパン株式会社

エリアITS企画課 課長 石井 雄太 氏
定員：７０名
会場：セミナールームB

サイバー攻撃が年々高度のなり“ランサムウェア”“フィッシング”

“マイニング”と様々な攻撃手法によって企業が狙われ、今まで

防御だけを考えた対策だけでは企業は守れなくなってきています。

守るべき情報資産の特定やセキュリティイベントの検知、インシデ

ント発生時の対処、現状復旧への対応など背景を交えながら具

体的対策手法をご説明いたします。

講師プロフィール：朝森 要（あさもり かなめ）
岡山県郷土史家 関西大学・就実女子大学・吉備国際大学非常勤講師を
経て現在は方谷研究会会長
[主著]「備中松山藩の研究」「幕末の閣老 板倉勝静」「備中聖人 山田方谷」

「関西の孔子 西山拙斎」「山田方谷とその門人」など多数著書出版

時間：１３：３０～ １5：00
講師：方谷研究会

会長 朝森 要 氏
定員：100名
会場：セミナールームA

財政破綻に陥った備中松山藩（現在の高梁市）を
見事に立て直した藩政改革者で、教育者、政治家で
もあります。本セミナーでは山田方谷の理念と実践を旨
としたビジネス思想を学び、混迷をます現代社会におい
て“夢”と“志”をもってあらゆる難事に対処する人材を目
指すヒントをお話しいたします。

10日
(木)

経営者のための「心理学」＆「脳科学」
～経営者やビジネスは人を動かし導くこと～

時間：１０：３０～ １2：00
講師：ホリスティックブレイン学院株式会社

代表取締役 林原 慧未子 氏
定員：４０名
会場：セミナールームB

１．経営者のメンタルスキル

２．社員へのCoaching

３．認識の不調和

４．認識実験ゲーム

講師プロフィール：林原 慧未子（はやしばら えみこ）
ホリスティックブレイン学院株式会社 代表取締役
日本ホリスティックブレイン協会会長
JMA認定心理セラピスト
ミスユニバース・ジャパン公認メンタルトレーナー

時間：１5：３０～ １6：3０
講師：神田 康秋 氏

住本 明日香 氏（アシスタントMC ）

定員：100名
会場：セミナールームA

「私が愛した“広島カープ”」

元TSSアナウンサー神田康秋氏による歴代優勝
監督との対談や、70～90年代のカープ戦士との
マル秘エピソードが ...
MC：RCCラジオ カープ女子会リーダー
住本明日香トークショー

講師プロフィール：神田 康秋（かんだ やすあき）
フリーアナウンサー （元TSSアナウンサー）
広島県安芸郡府中町出身。広島県立海田高等学校、
東洋大学社会学部 卒業後、1975年テレビ新広島開局とともに入社。
テレビ新広島時代の主な出演番組
「どっこい！神田の日めくりテレビ」「プロ野球珍プレー好プレー」など

９日
(水)

10日
(木)

時間：1５：３0 ～ 1７：０0
講師：株式会社ティ・ケー・エス

代表取締役 長嶋 司 氏
定員：４５名
会場：セミナールームC

音声入力で「業務改革」(働き方改革)
～品質管理・議事録作成・各種業務報告・整備・点検業務～

10日
(木)

10日
(木)

多くの人にとって、最も簡単なコミュニケーションの手段は声でのや
りとりです。声を文字に変換する音声認識技術により、キーボー
ド入力やボタン操作などの不自由なコミュニケーションから、人間
本位の自然なコミュニケーションを実機で体感しながら講演いたし
ます。

講師プロフィール：長嶋 司（ながしま つかさ）
株式会社ティ・ケー・エス 代表取締役
1998年 有限会社つかさ設立
電子カルテシステム販売開始から情報ソリューション3事業に至る
（情報プロテクション事業・働き方改革事業・医療情報システム事業）

Access：広島県福山市西町1-1-1
エフピコRiM 7F

創業80周年記念

理研まるごとフェア
i n  福山

「ハード、ソフト…
しかし最後は人財」

働き方の
「どうしよう？」を

「こうしよう！」

会議が違うって
「おもしろい！」

お客様の想いを
「カタチに！」

「信頼できる安心」
をお客様へ

～地域密着でお客様と５つの想いを！！～

2019年10月9日(水)～10日(木)

10：30 － 17：30

会場：エフピコＲｉＭ ７Ｆ
福山市西町1-1-1

まだ、体感したことのない世界へ「５G × IoT

Studio」が生み出す最先端のテクノロジーが導きます。

１．５Gの３つの肝
「高速大容量」「多接続」「低遅延」

２．５G × IoTで実現するエキサイティングな未来

３．AI搭載のロボット事例

10日
(木)

９日
(水)

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RAyg4u1SddahoA_r.DTwx.;_ylu=X3oDMTFsNTFybXF2BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMxBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15ol72nuu/EXP=1562992366/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E7%A5%9E%E7%94%B0%E5%BA%B7%E7%A7%8B+%E7%8F%BE%E5%9C%A8
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講演会 セミナー

時間：1０：３0 ～ 1１：３0
講師：ソフトバンク株式会社
ビジネスパートナー営業本部福原 基樹 氏
定員：１００名
会場：セミナールームA

プロカメラマンが伝授！商品撮影セミナー
～おいしい写真で千客万来～

ソフトバンクの提唱する「働き方改革！」
～５G(第５世代移動通信システム)で実現する未来！～

時間：１5：3０～ １6：3０
講師：株式会社エコールドフルール

代表取締役 古田 由美 氏
定員：70名
会場：セミナールームB

３つの「間」への投資！
「健康投資」から生産性向上への紐解き

経営者は健康経営にどの様な投資をすることが
できるのか？また、生産性向上との関係性は？
そこにある存在する３つの「間」を中心に取組の
紐を解くポイントを紹介します。

時間：AM１０：３０ ～ １２：００
PM１３：３０ ～ １5：0０

講師：プロカメラマン ＥＯＳ学園講師
写真家 日下 潤一 氏

定員：AM部10名 / PM部１０名
会場：ミーティングルームA

※セミナータイトル・内容が変更になる場合があります。予めご了承ください。

講師プロフィール： 古田 由美（ふるた ゆみ）
広島修道大学非常勤講師・山陽看護専門学校非常勤講師
ヒューマンアカデミー講師（コミュニケーションカウンセリング）
中小ベンチャー企業支援専門家（財団法人ひろしま産業振興機構）

会社案内や商品カタログなどを作成する際に、無くて
はならないのは「写真」です。専用のスタジオなど本格
的な設備がなくても、ワンランク上に見える撮影のコツ
を、一眼カメラ実際に使いながら体験頂きます。
※ご自身のカメラでの受講をご希望の方は、当日会場にお
持ちください。

講師プロフィール：日下 潤一（くさか じゅんいち）
プロカメラマン・EOS学園講師
大阪芸術大学写真学科を卒業後、麻布スタジオに入社。 退社後はフリー
現在は雑誌、広告、ストックフォトの撮影で活動中。

人生、今日がはじまり
「良い品 良い人 良い会社つくり」への挑戦

人生、今日がはじまり
「良い品 良い人 良い会社つくり」への挑戦
「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の表彰を
され、人を大切にする会社として、未来に必要とさ
れる人財創造企業を目指す。

講師プロフィール：森光 孝雅（もりみつ たかまさ）
株式会社八天堂 代表取締役
1964年広島県三原市生まれ。有名パン屋での修行を経て1990年八
天堂へ入社。焼きたてベーカリーを県内に13店舗出店。2006年三代目
社長就任。「くりーむパン」がヒットし、国内28店舗、海外7か国へ展開。
未来に無くてはならないソーシャルカンパニーと人財創造企業を目指す。

10日
(木)

９日
(水)

※駐車場はエフピコRim専用駐車場をご利用ください。
2時間利用券をご用意致しております。

時間：１３：３０～ １5：00
講師：株式会社八天堂

代表取締役 森光 孝雅 氏
定員：４５名
会場：セミナールームC

経営者向け！「山田方谷」の藩政改革

プロから学ぶ！
「お客様心理に基づく効果的なPOP作成講座」

講師プロフィール：森本 純子（もりもと じゅんこ）
モリモトデザインオフィス 代表
POP・ディスプレイ企画制作に従事後、2009年に独立
POP・ディスプレイセミナー、社員研修、店舗改善アドバイザーを行い、全国
5,000名以上の指導にあたる。

POPで売上を伸ばしたい・・・
時間をかけずにPOPを作りたい・・・
インバウンド対応はどうすれば？
POP作成担当様必見！
お客様心理に基づいた「コトPOP」が
解決します。POP製作に必要なノウハ
ウをお伝えいたします。

時間：１0：３０～ １2：00
講師：モリモトデザインオフィス

代表取締役 森本 純子 氏
定員：４５名
会場：セミナールームC

10日
(木)

サイバー攻撃から企業を守るための必要な
「5つの備え」とは！？

～これからのセキュリティ対策は『起きる事を前提』に考える～

時間：13：３０～ 14：3０
講師：キヤノンマーケティングジャパン株式会社

エリアITS企画課 課長 石井 雄太 氏
定員：７０名
会場：セミナールームB

サイバー攻撃が年々高度のなり“ランサムウェア”“フィッシング”

“マイニング”と様々な攻撃手法によって企業が狙われ、今まで

防御だけを考えた対策だけでは企業は守れなくなってきています。

守るべき情報資産の特定やセキュリティイベントの検知、インシデ

ント発生時の対処、現状復旧への対応など背景を交えながら具

体的対策手法をご説明いたします。

講師プロフィール：朝森 要（あさもり かなめ）
岡山県郷土史家 関西大学・就実女子大学・吉備国際大学非常勤講師を
経て現在は方谷研究会会長
[主著]「備中松山藩の研究」「幕末の閣老 板倉勝静」「備中聖人 山田方谷」

「関西の孔子 西山拙斎」「山田方谷とその門人」など多数著書出版

時間：１３：３０～ １5：00
講師：方谷研究会

会長 朝森 要 氏
定員：100名
会場：セミナールームA

財政破綻に陥った備中松山藩（現在の高梁市）を
見事に立て直した藩政改革者で、教育者、政治家で
もあります。本セミナーでは山田方谷の理念と実践を旨
としたビジネス思想を学び、混迷をます現代社会におい
て“夢”と“志”をもってあらゆる難事に対処する人材を目
指すヒントをお話しいたします。

10日
(木)

経営者のための「心理学」＆「脳科学」
～経営者やビジネスは人を動かし導くこと～

時間：１０：３０～ １2：00
講師：ホリスティックブレイン学院株式会社

代表取締役 林原 慧未子 氏
定員：４０名
会場：セミナールームB

１．経営者のメンタルスキル

２．社員へのCoaching

３．認識の不調和

４．認識実験ゲーム

講師プロフィール：林原 慧未子（はやしばら えみこ）
ホリスティックブレイン学院株式会社 代表取締役
日本ホリスティックブレイン協会会長
JMA認定心理セラピスト
ミスユニバース・ジャパン公認メンタルトレーナー

時間：１5：３０～ １6：3０
講師：神田 康秋 氏

住本 明日香 氏（アシスタントMC ）

定員：100名
会場：セミナールームA

「私が愛した“広島カープ”」

元TSSアナウンサー神田康秋氏による歴代優勝
監督との対談や、70～90年代のカープ戦士との
マル秘エピソードが ...
MC：RCCラジオ カープ女子会リーダー
住本明日香トークショー

講師プロフィール：神田 康秋（かんだ やすあき）
フリーアナウンサー （元TSSアナウンサー）
広島県安芸郡府中町出身。広島県立海田高等学校、
東洋大学社会学部 卒業後、1975年テレビ新広島開局とともに入社。
テレビ新広島時代の主な出演番組
「どっこい！神田の日めくりテレビ」「プロ野球珍プレー好プレー」など

９日
(水)

10日
(木)

時間：1５：３0 ～ 1７：０0
講師：株式会社ティ・ケー・エス

代表取締役 長嶋 司 氏
定員：４５名
会場：セミナールームC

音声入力で「業務改革」(働き方改革)
～品質管理・議事録作成・各種業務報告・整備・点検業務～

10日
(木)

10日
(木)

多くの人にとって、最も簡単なコミュニケーションの手段は声でのや
りとりです。声を文字に変換する音声認識技術により、キーボー
ド入力やボタン操作などの不自由なコミュニケーションから、人間
本位の自然なコミュニケーションを実機で体感しながら講演いたし
ます。

講師プロフィール：長嶋 司（ながしま つかさ）
株式会社ティ・ケー・エス 代表取締役
1998年 有限会社つかさ設立
電子カルテシステム販売開始から情報ソリューション3事業に至る
（情報プロテクション事業・働き方改革事業・医療情報システム事業）

Access：広島県福山市西町1-1-1
エフピコRiM 7F

創業80周年記念

理研まるごとフェア
i n  福山

「ハード、ソフト…
しかし最後は人財」

働き方の
「どうしよう？」を

「こうしよう！」

会議が違うって
「おもしろい！」

お客様の想いを
「カタチに！」

「信頼できる安心」
をお客様へ

～地域密着でお客様と５つの想いを！！～

2019年10月9日(水)～10日(木)

10：30 － 17：30

会場：エフピコＲｉＭ ７Ｆ
福山市西町1-1-1

まだ、体感したことのない世界へ「５G × IoT

Studio」が生み出す最先端のテクノロジーが導きます。

１．５Gの３つの肝
「高速大容量」「多接続」「低遅延」

２．５G × IoTで実現するエキサイティングな未来

３．AI搭載のロボット事例

10日
(木)

９日
(水)

http://search.yahoo.co.jp/r/_ylt=A2RAyg4u1SddahoA_r.DTwx.;_ylu=X3oDMTFsNTFybXF2BHBhdHQDZ2dsBHBvcwMxBHByb3ADZ2lzZWFyY2gEcXADBHNjA0RSBHNlYwNzYwRzbGsDaW1n/SIG=15ol72nuu/EXP=1562992366/**https:/search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E7%A5%9E%E7%94%B0%E5%BA%B7%E7%A7%8B+%E7%8F%BE%E5%9C%A8
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お問い合わせ先

●リコージャパン株式会社
●キヤノンマーケティングジャパン株式会社
●理想科学工業株式会社
●ダイワボウ情報システム株式会社
●株式会社イトーキ
●ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社

主催：

協賛：

理研産業ホームページ：http://www.riken-21.co.jp/

ＦＡＸ申込：添付の用紙でＦＡＸ申込
ＷＥＢ申込：下記ＱＲコード

理研産業ホームページ内
「理研まるごとフェアin福山」より

講演会 セミナー

時間：1０：３0 ～ 1１：３0
講師：ソフトバンク株式会社
ビジネスパートナー営業本部福原 基樹 氏
定員：１００名
会場：セミナールームA

プロカメラマンが伝授！商品撮影セミナー
～おいしい写真で千客万来～

ソフトバンクの提唱する「働き方改革！」
～５G(第５世代移動通信システム)で実現する未来！～

時間：１5：3０～ １6：3０
講師：株式会社エコールドフルール

代表取締役 古田 由美 氏
定員：70名
会場：セミナールームB

３つの「間」への投資！
「健康投資」から生産性向上への紐解き

経営者は健康経営にどの様な投資をすることが
できるのか？また、生産性向上との関係性は？
そこにある存在する３つの「間」を中心に取組の
紐を解くポイントを紹介します。

時間：AM１０：３０ ～ １２：００
PM１３：３０ ～ １5：0０

講師：プロカメラマン ＥＯＳ学園講師
写真家 日下 潤一 氏

定員：AM部10名 / PM部１０名
会場：ミーティングルームA

※セミナータイトル・内容が変更になる場合があります。予めご了承ください。

講師プロフィール： 古田 由美（ふるた ゆみ）
広島修道大学非常勤講師・山陽看護専門学校非常勤講師
ヒューマンアカデミー講師（コミュニケーションカウンセリング）
中小ベンチャー企業支援専門家（財団法人ひろしま産業振興機構）

会社案内や商品カタログなどを作成する際に、無くて
はならないのは「写真」です。専用のスタジオなど本格
的な設備がなくても、ワンランク上に見える撮影のコツ
を、一眼カメラ実際に使いながら体験頂きます。
※ご自身のカメラでの受講をご希望の方は、当日会場にお
持ちください。

講師プロフィール：日下 潤一（くさか じゅんいち）
プロカメラマン・EOS学園講師
大阪芸術大学写真学科を卒業後、麻布スタジオに入社。 退社後はフリー
現在は雑誌、広告、ストックフォトの撮影で活動中。

人生、今日がはじまり
「良い品 良い人 良い会社つくり」への挑戦

人生、今日がはじまり
「良い品 良い人 良い会社つくり」への挑戦
「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の表彰を
され、人を大切にする会社として、未来に必要とさ
れる人財創造企業を目指す。

講師プロフィール：森光 孝雅（もりみつ たかまさ）
株式会社八天堂 代表取締役
1964年広島県三原市生まれ。有名パン屋での修行を経て1990年八
天堂へ入社。焼きたてベーカリーを県内に13店舗出店。2006年三代目
社長就任。「くりーむパン」がヒットし、国内28店舗、海外7か国へ展開。
未来に無くてはならないソーシャルカンパニーと人財創造企業を目指す。

10日
(木)

９日
(水)

※駐車場はエフピコRim専用駐車場をご利用ください。
2時間利用券をご用意致しております。

時間：１３：３０～ １5：00
講師：株式会社八天堂

代表取締役 森光 孝雅 氏
定員：４５名
会場：セミナールームC

経営者向け！「山田方谷」の藩政改革

プロから学ぶ！
「お客様心理に基づく効果的なPOP作成講座」

講師プロフィール：森本 純子（もりもと じゅんこ）
モリモトデザインオフィス 代表
POP・ディスプレイ企画制作に従事後、2009年に独立
POP・ディスプレイセミナー、社員研修、店舗改善アドバイザーを行い、全国
5,000名以上の指導にあたる。

POPで売上を伸ばしたい・・・
時間をかけずにPOPを作りたい・・・
インバウンド対応はどうすれば？
POP作成担当様必見！
お客様心理に基づいた「コトPOP」が
解決します。POP製作に必要なノウハ
ウをお伝えいたします。

時間：１0：３０～ １2：00
講師：モリモトデザインオフィス

代表取締役 森本 純子 氏
定員：４５名
会場：セミナールームC

10日
(木)

サイバー攻撃から企業を守るための必要な
「5つの備え」とは！？

～これからのセキュリティ対策は『起きる事を前提』に考える～

時間：13：３０～ 14：3０
講師：キヤノンマーケティングジャパン株式会社

エリアITS企画課 課長 石井 雄太 氏
定員：７０名
会場：セミナールームB

サイバー攻撃が年々高度のなり“ランサムウェア”“フィッシング”

“マイニング”と様々な攻撃手法によって企業が狙われ、今まで

防御だけを考えた対策だけでは企業は守れなくなってきています。

守るべき情報資産の特定やセキュリティイベントの検知、インシデ

ント発生時の対処、現状復旧への対応など背景を交えながら具

体的対策手法をご説明いたします。

講師プロフィール：朝森 要（あさもり かなめ）
岡山県郷土史家 関西大学・就実女子大学・吉備国際大学非常勤講師を
経て現在は方谷研究会会長
[主著]「備中松山藩の研究」「幕末の閣老 板倉勝静」「備中聖人 山田方谷」

「関西の孔子 西山拙斎」「山田方谷とその門人」など多数著書出版

時間：１３：３０～ １5：00
講師：方谷研究会

会長 朝森 要 氏
定員：100名
会場：セミナールームA

財政破綻に陥った備中松山藩（現在の高梁市）を
見事に立て直した藩政改革者で、教育者、政治家で
もあります。本セミナーでは山田方谷の理念と実践を旨
としたビジネス思想を学び、混迷をます現代社会におい
て“夢”と“志”をもってあらゆる難事に対処する人材を目
指すヒントをお話しいたします。

10日
(木)

経営者のための「心理学」＆「脳科学」
～経営者やビジネスは人を動かし導くこと～

時間：１０：３０～ １2：00
講師：ホリスティックブレイン学院株式会社

代表取締役 林原 慧未子 氏
定員：４０名
会場：セミナールームB

１．経営者のメンタルスキル

２．社員へのCoaching

３．認識の不調和

４．認識実験ゲーム
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