
地域社会とともに

イトーキは、「環境」「社会」「ガバナンス」と「地域」「教育」を主な切り⼝としながら、⼈と地球が

「イキイキ」とする持続可能な社会の実現に向けて、さまざまな活動に取り組んでいます。

イトーキでは、ビジョンステートメントとして「⼈も活き活き、地球も⽣き⽣き」を掲げ、⽣き⽣きとす

る美しい地球と、そこで活き活きと活動する⼈々が、互いに作⽤しながら織り成していく、躍動感ある未

来を求めて企業活動を⾏っています。その代表的な取り組みが、ユニバーサルデザインと環境保全活動の

普及です。

イトーキは2019年3⽉、国⽴オリンピック記念⻘少年総合センター（東京都渋⾕区）で開催された公益

財団法⼈⽇本環境協会主催「こどもエコクラブ全国フェスティバル2019」に「こどもエコクラブパート

ナー」として参加しました。

こどもエコクラブ事業は、環境省の事業として1995年から始まり、地⽅⾃治体や企業などの協⼒を得

て、⼦どもたちが地域で主体的に⾏う環境活動・学習を⽀援しています。今までに延べ220万⼈以上の⼦

どもたちが登録し、環境活動を通じて相互の交流を深めました。イトーキは2014年からこどもエコクラ

ブの活動に賛同し、パートナーとしてこの活動を応援しています。

当⽇は、クラブ、関係者を含む約450⼈の参加がありました。イトーキ展⽰ブースでは、⼦どもたちにプ

ロメネーラを通じてFSC 認証の紹介をしました。

EconifaとWorkciseの要素を取り⼊れたプロメネーラに座った⼦どもたちからは、ゆらゆら揺れる独特

の座り⼼地から森の中の散歩⾵景が想像できるといった声が上がり、環境について考えるきっかけとなり

ました。

こどもエコクラブウェブサイト

ユニバーサルデザイン・環境保全の普及への取り組み

「こどもエコクラブ全国フェスティバル2019」への参加

®
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イトーキは2019年9⽉、東京都中央区⽴明正⼩学校で開催された、第16回「⼦どもとためす環境まつ

り」に参加しました。「⼦どもとためす環境まつり」とは、中央区環境保全ネットワーク主催の、⼦ども

から⼤⼈まで誰もが楽しみながら環境について体験学習ができるイベントです。イトーキは2016年から

毎年参加しており、今回は900名もの⼈々が来場されました。

2019年は、ペン⽴て作りのワークショップという内容で出展し、約100名の⽅に参加していただきまし

た。

ペン⽴ての材料は、グループ会社である伊藤喜オールスチール株式会社がデスクを制作する際に発⽣する

MDFの廃材です。詳細は「資源の有効活⽤」の中の「廃材の利活⽤（ペン⽴て）」をご覧ください。

ペン⽴てを作る前に、MDFは少しの傷などで廃棄されてしまう現状を伝え、廃材でも⼯夫次第で利活⽤

できることを知っていただき、⼦どもたちだけでなく保護者の⽅も熱⼼に聞いてくださいました。

ペン⽴てを組み⽴てたあとは、カラーペンで模様などを描き、オリジナルのペン⽴てが次々と完成しまし

た。

今後もイトーキは、⼦どもから⼤⼈まで誰もが楽しみながら環境について考えるきっかけを積極的に提供

していきます。

イトーキ展⽰ブースの様⼦ Promenera（プロメネーラ）

「⼦どもとためす環境まつり」に参加

出展ブースの様⼦ 参加者の作品
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詳しくはこちらをご参照ください。

産学官連携の活動は、多様な⻑寿社会の⽣活とニーズに対する理解を深め、⽇本社会の急速な⾼齢化によ

る社会システムや⽣活環境の変化に対応する⽅策を⾒出すことを⽬的に、安⼼で活⼒ある⻑寿社会実現に

向け、企業・団体のネットワークによるイノベーションと新産業の創出を⽬指し、⾼齢社会全般にかかわ

る諸課題を研究しています。イトーキは、2011年度からこの活動に参加し、各分野のワークショップや

各地で開催される「⾼齢者の集い」「産学官⺠連携のまちづくり」「QOLを⾼める居場所と地域コミュ

ニティ」「新しい就労モデルの考察」「健康」「⽣活を⽀援するロボテックス」などにかかわりながら、

超⾼齢社会に求められるユニバーサルデザイン、ユーザーオリエンテッドデザインなど、未来に向けた新

しい価値創造・共創活動に取り組んでいます。

関連団体への参加と講演を実施

東京⼤学産学ネットワーク｢ジェロントロジー｣への参加

ジェロントロジー（⽼年学、加齢学）とは、⾼齢者や⾼齢社会の諸問題を解決するために、医学、看護学、

理学、⼯学、法学、経済学、社会学、倫理学、教育学などの幅広い領域を包含し多⾯的、総合的に研究する

学際的学問です。

※

地域包括のしくみを促進する地域のコミュニティづくり

新しいワークスタイル（モバイルーワーク）についての交流会

⾼齢者の集い
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⼈⽣100年時代という⼤⻑寿時代である今、多くの地域で⾼齢化が進み、国や⾃治体だけでは⾼齢者をサ

ポートしきれない状況に陥っています。このような社会課題の解決を⽬指して世界中で展開されている地

域活動が「リビングラボ」です。

リビングラボは、地域住⺠と企業・⼤学・⾃治体が参加する産学官⺠の共創連携活動です。⽣活者を主役

として、企業・⼤学・⾃治体との連携により、⽣活者のニーズに適うサービスやものづくりを共創。ま

た、地域の課題についても四⽅が協働・共創することで解決へと導きます。⾼齢社会の課題においては、

活⼒ある社会の実現に向けた新しいサービスや製品が四⽅の連携により創出されています。リタイア後の

新しいライフスタイルなどを⽀援することで、社会と地域の課題解決に取り組んでいます。

イトーキは2017年から、住⺠約5000⼈のうち約45%を65歳以上が占める鎌倉市の今泉台地区におい

て、鎌倉市役所・東京⼤学・今泉台地域住⺠と協働し「⾼齢社会共創センターの事業の1つである鎌倉リ

ビングラボ」に取り組んできました。「⼦育て世代が住みたいと思う地域にしたい」という地域住⺠の声

を受け、約2年をかけ⽣活者とともにテレワーク家具を開発。地域住⺠の家庭内で実際に使⽤してもら

い、改善点の洗い出しを⾏うなどの活動を繰り返し、その成果としてテレワーク家具の実売に⾄りまし

た。なお、本件は⽇本におけるリビングラボ活動によって開発された商品を発売できた、初の事例となり

コミュニティを創る

ワークショップ・研究会

産学連携の情報共有

『鎌倉リビングラボ』活動で�第7回プラチナ⼤賞�優秀賞「リーディング

賞」を受賞

2019年11⽉にイトーキは「第7回プラチナ⼤賞」

において、鎌倉市役所、東京⼤学、地域住⺠とイ

トーキが協働して社会と地域の課題解決に取り組

んだ「まちの未来を創る『鎌倉リビングラボ』活

動」で、優秀賞「リーディング賞」を受賞しまし

た。

第7回プラチナ⼤賞�優秀賞

「リーディング賞」受賞の様⼦
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ます。今後もイトーキは各地域や団体の⽅々と協働・共創しながら、超⾼齢社会における新しい働き⽅

や、サービス提供の可能性を創造することにより、「プラチナ社会」の実現に寄与してまいります。

リビングラボ活動から⽣まれたテレワーク家具ONOFF リビングラボ活動から⽣まれたテレワーク家具UBIQ

地域住⺠との鎌倉リビングラボによる共創活動の⾵景
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イトーキは、神奈川県など都市部の⽔源地であり、豊かな森林資源を有している⼭梨県早川町、丹波⼭村

と地元の⺠間団体とともに、「やまなし⽔源地ブランド」を推進する取り組みに参画しています。⽔源林

の保全のため、⽊材や地元の資源を活⽤した魅⼒ある商品の開発や地域活性化につながるイベントの開

催、告知活動などに取り組んでいます。

関連リンク

イトーキは、2015年4⽉より、特許を取得していながらも有効に活⽤できていない技術を、⽇本各地の

事業者様（主に中⼩規模）に実施許諾し、その技術を新分野での商品開発や事業創出に役⽴てていただく

取り組みを進めています。

ライセンスの対象としているのは、研究開発を⾏ったものの製品化されていない技術や、過去に商品に採

⽤していた技術を中⼼とした、他業種でも採⽤が可能だと思われる汎⽤性の⾼いものです。

2015年から現在（2019年3⽉時点）までの間に、40を超える⾏政機関・⾃治体・地域⾦融機関と連携

し、各地域の知的財産交流で、現地の企業様に特許技術を紹介しています。その成果として、2016年に

は、神奈川県、⻑野県、2017年には、宮崎県、愛知県、2018年には、愛知県、静岡県、⻑崎県、そし

て2019年には、奈良県、と全国各地の企業様に技術ライセンスの提供を⾏っており、現在、各社におい

てイトーキの技術を活⽤した製品開発が進んでいます。

開放特許として流通させている特許シーズは、取り組みの当初は10件ほどでしたが、今では約50件もの

特許を開放しています。今後も、各地の企業様の新事業創出・新製品開発に役⽴つ特許技術を開放し、ラ

イセンスの提供を⾏うことで、地⽅経済の活性化に寄与していきます。

地域への貢献

やまなし⽔源地ブランドへの取り組み

HUMISKI（フミスキ）

特許流通への取り組み
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WIN-WIN-WINの関係づくり

ライセンス先の各社について

�
イトーキからライセンスを

受けた特許技術
経緯

特許技術を活⽤した

商品開発

⾼橋建設株式会社

（神奈川県川崎市）

「パネル体の防⾳技術」

〔特許第3684961号〕

壁⾯などに使われる鋼板製パネルの防⾳性を⾼

める技術。オフィス向けパーティション（間仕

切り）と天井や床などとの接合部分において、

シール材を施⼯してパネルの表⾯とパネルの裏

⾯の固有振動数を異ならせるようにすることで

共鳴振動を減少させ、⾳を伝わりにくくする。

川崎市、川崎産業

振興財団、川崎信

⽤⾦庫が開催の知

的財産交流会にて

⾯談

「パネル体の防⾳技術」

でのスチールパーティシ

ョンの不燃性の性質を利

⽤した防⾳ボックスの開

発

株式会社

ダイワテック

（⻑野県岡⾕市）

「H形鋼の交差連結構造」

〔特許第4730015号〕

⼤型の書架などで使⽤する鋼製部材の連結を低

コスト、かつ簡単な構造で実現する⽅法。H形鋼

の下部に突設した連結部材により、垂直⽅向か

らのH形鋼を嵌合させボルト留めする構造となっ

ている。

岡⾕市が開催した

知的財産交流会に

て⾯談

「H形鋼の交差連結構

造」を活⽤して天井を上

から吊るすことで、⼤型

化しても天井がたわまな

いアルミ製のコンポルー

ムの開発

ライセンス契約を結んだ各社における技術活⽤
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�
イトーキからライセンスを

受けた特許技術
経緯

特許技術を活⽤した

商品開発

有限会社

花菱精板⼯業

（宮崎県延岡市）

「起⽴補助椅⼦」

〔特許第6403274号〕

起⽴時に、座が上昇し切ると、ばねユニットが

付勢⼒が低下する位置に⾃動で移動する。これ

により、起⽴時・着座時のサポート⼒を⾃動的

に変更できるため、スイッチや電気などが必要

ない。

宮崎県が開催した

知的財産交流会に

て⾯談

⾃社での板⾦の加⼯のノ

ウハウを活かして「起⽴

補助椅⼦」のメカを開発

し、特許技術を付加価値

とした起⽴補助椅⼦を開

発

有限会社

⼤塚製作所

（愛知県名古屋市）

「起⽴補助椅⼦」

〔特許第6353397号〕

座および上部装置が基準姿勢から離着席姿勢に

旋回するのにつれて、上昇および前傾⽅向に付

勢され、⾝体を旋回させる動作と⽴ち上がる動

作を同時にサポートすることができる。

瀬⼾信⽤⾦庫が開

催した知的財産セ

ミナーにて⾯談

⾃社の福祉機器の製造ノ

ウハウを活かして「起⽴

補助椅⼦」のメカを開発

し、特許技術を付加価値

とした起⽴補助椅⼦を開

発

株式会社

フクダサインボード

（静岡県浜松市）

「ハンガーを利⽤した⾮接触給電」

〔特許第3708911号〕

ハンガーを、ハンガーバーに吊り下げ、ハンガ

ーバー内の給電線に電流を流すと、磁束の変化

によりハンガー内のコイルに誘導電流が⽣じ、

その電⼒がハンガーに設けた電気的負荷（電

灯、消臭、温熱、通信などの電気装置）に⾮接

触で供給される。引っ掛けによる⾮接触給電。

コネクタ接続や充電が不要なので、⾃由度が⾼

く、かつ環境に左右されない給電が可能。

静岡県産業振興財

団、磐⽥信⽤⾦庫

が開催した知的財

産セミナーにて⾯

談

「ハンガーを利⽤した⾮

接触給電」を電⼦看板へ

の給電の⽅法に活⽤し、

⾬などにも対応可能な屋

外看板を開発

株式会社瀬川鉄⼯所

（愛知県豊川市）

「起⽴補助椅⼦」

〔特許第6403274号〕

起⽴時に、座が上昇し切ると、ばねユニットが

付勢⼒が低下する位置に⾃動で移動する。これ

により、起⽴時・着座時のサポート⼒を⾃動的

に変更できるため、スイッチや電気などが必要

ない。

豊川信⽤⾦庫が開

催した知的財産交

流会にて⾯談

⾃社での板⾦の加⼯のノ

ウハウを活かして「起⽴

補助椅⼦」のメカを開発

し、特許技術を付加価値

とした起⽴補助椅⼦を開

発。椅⼦部分については

同じく豊川市のメーカー

と共同で商品開発を予

定。

株式会社早瀬鉄⼯所

（⻑崎県⻑崎市）

「ウォーターブロッカー」

〔特許第4731280号、他1件〕

ビルの地下への出⼊⼝や地下駐⾞場などの出⼊

⼝に設置し、⽔害時などに浸⽔を防⽌する起⽴

式のウォーターブロッカーについての技術。複

数枚の起⽴板どうしの接続構造や、起⽴板の起

⽴のための駆動機構など。

⻑崎県発明協会が

開催した知的財産

交流会にて⾯談

もともと造船関係の⼤型

の鉄加⼯などを⾏ってい

た⾃社の製造ノウハウを

活かした新たなチャレン

ジとして、商品開発を予

定。
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�
イトーキからライセンスを

受けた特許技術
経緯

特許技術を活⽤した

商品開発

葛城⼯業株式会社

（奈良県北葛城郡）

「起⽴補助椅⼦」

〔出願番号：特願2015-089351号〕

起⽴時に、座が上昇し切ると、ばねユニットが

付勢⼒が低下する位置に⾃動で移動する。これ

により、起⽴時・着座時のサポート⼒を⾃動的

に変更できるため、スイッチや電気などが必要

ない。

近畿経済産業局の

「知的財産交流事

業」において、奈

良中央信⽤⾦庫の

仲介により⾯談

⾃社での板⾦の加⼯のノ

ウハウを活かして「起⽴

補助椅⼦」のメカを開発

し、特許技術を付加価値

とした起⽴補助椅⼦を開

発。

磐⽥信⽤⾦庫締結式
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イトーキは、2018年より関⻄学院⼤学が主催する「KGビジネスプランコンテスト」に協⼒しています。

2018年はイトーキの開放特許をベースとした新たなビジネスアイデアを募集し、帝塚⼭学院⾼等学校の

⽣徒が考えたビジネスアイデアにイトーキ賞を贈呈し、その受賞者にはイトーキの本社⾒学にも来ていた

だきました。審査員として社⻑の平井も参加しました。

また、2019年は「社会課題を解決するためのビジネスプラン」を⽅針としてコンテストが開催され、そ

こに当社の技術シーズ「オフィスログ・キャンパスログ」を提供し、�関⻄学院⼤学の⼤学院⽣のビジネ

スアイデアにイトーキ賞を贈呈しました。

今後も技術シーズやイトーキ賞の提供で本ビジネスプランコンテストに協⼒し、次世代を担う⼈材の育成

を積極的に⽀援してまいります。

教育への貢献

KGビジネスプランコンテスト

2018年のコンテスト当⽇の様⼦ イトーキ賞の受賞者のXORK⾒学

2019年のコンテスト当⽇の様⼦
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関東⼯場では、地元の⾼等専⾨学校の⽣徒を、学外実習⽣として継続的に受け⼊れています。これは、同

校が技術者育成に係る専⾨教育の⼀環として、夏季休業中に企業などの指導者の下に⽣徒を派遣するもの

で、製造現場での設備改善を経験する機会として役⽴てていただいています。また、2011年からは地元

の⾼校⽣の受け⼊れも⾏っています。

各拠点の⼯場では、お取引先や地元の⼩学⽣などたくさんのステークホルダーの⽅々に⼯場に⾒学に来て

いただき、製造現場や働いている社員の様⼦とともに、⼯場におけるさまざまな⼯夫についてもご覧いた

だいています。2019年度は97団体、約951名の⽅にお越しいただきました。今後もたくさんの⽅々にご

⾒学頂けるように、活動を継続していきます。

SDGsの教育現場への普及の⽀援として、ITOKI�TOKYO�XORKや⼤阪ショールームを活⽤して、訪問学

習の受け⼊れを⾏っています。2019年は4校39⼈の⽣徒・学⽣を迎え⼊れ、各ショールーム⾒学を通じ

てイトーキの働き⽅変⾰・健康経営への取り組みや、CSR/SDGsについての活動を紹介しました。

地域の教育プログラムへの協⼒

学外実習⽣の受け⼊れ

⼯場⾒学

関⻄⼯場（滋賀）近隣の

⼩学⽣の⼯場⾒学

関⻄⼯場（寝屋川）近隣の⼩学⽣の⼯場⾒学

訪問学習の受け⼊れ

中学⽣のXORK訪問
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千葉商科⼤学サービス創造学部の授業の⼀環として⽊材による循環型社会の実現を⽬指す取り組みである

「Econifa」の活動を紹介する授業を⾏いました。当⽇は500名を超える学⽣に対して⽇本の環境課題を

紹介し、学⽣⾃らに「課題を解決する国産⽊材の活⽤アイデア」を考えて発表してもらいました。地域が

抱える環境問題を学⽣と共有することで地域への貢献を⾏いました。

SDGs出前授業

千葉商科⼤学での授業⾵景

公開講座での講演

2019年12⽉に千葉商科⼤学�丸の内サテライトキ

ャンパスで「SDGsとエシカル消費活動」をテーマ

に公開講座が開かれました。そこで当社は、イト

ーキの考えるCSRのマテリアリティとSDGsへの

取り組みが事業活動の中でどのようにつながって

いるのかを紹介しました。今後も当社の取り組み

の紹介等を通じて、学びの場でのCSRおよび

SDGsの活⽤・実践を⽀援してまいります。

丸の内サテライトキャンパスでの公開講座
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関⻄⼯場（滋賀）では社会貢献活動の⼀環として、2016年から滋賀県⽴愛知⾼等養護学校（滋賀県愛知

郡愛荘町）の「流通サービス」という作業学習の中で、イトーキの部品の袋詰めや付属部材の包装などの

作業を委託しています。実際に流通する商品の製造過程に関わることで、⽣徒たちの「⾃分が作ったもの

がお客様に届く喜びや、失敗したときの責任」などの学習体験に貢献しています。

また、⽣徒が作業をしている様⼦を参観しながら、ミスを減らし効率よく作業ができるよう授業改善も実

施しました。

こうした活動を通して、イトーキにおいても「障がい者の⽅に⻑く働き続けてもらえる職場づくり」を⽬

指しています。

株式会社イトーキシェアードバリューでは、「レンタル事業」と「リユース・リサイクル事業」を通じ

て、さまざまな価値を提供しています。

2019年からは、新たにオフィス家具のサブスクリプション事業を開始。毎⽉定額で必要な⼈数分のオフ

ィス家具のレンタルを⾏うことで導⼊の障壁や管理の⼿間を減らし、⽣産性向上や、管理コストの低減を

サポートしています。�また必要期間が終わり返却された什器は、パーツ交換等のメンテナンスを施し再

度使⽤することで、環境負荷の低減や資源の有効活⽤にも貢献します。

他にも、1ヶ⽉単位で利⽤、更新ができる会員制の開発オフィスの提供を⾏っています。さらに、そこで

利⽤する再⽣可能素材を採り⼊れた専⽤什器の開発も視野に⼊れるなど時代とともに変化し続ける「働き

⽅」に対応した新たな持続可能な価値の提供に挑戦し続けています。

本事業の詳細はこちら

障がい者が働きやすい環境づくり

棚⽖の袋詰め作業

グループ会社の取り組み

＜イトーキシェアードバリュー＞オフィス家具のサブスクリプション事

業を開始
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イトーキシェアードバリューのビジネスモデルイメージ
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イトーキでは、2019年7⽉にインドネシア政府関係者（約15名）の⽇本視察の受⼊れを⾏いました。

今回のインドネシア政府の⽇本訪問⽬的は、先進国のひとつである⽇本では各企業がどのように温室効果

ガス排出量を管理・報告しているかを視察するというものです。そこで、実際にエネルギーマネジメント

システムを導⼊している関東⼯場をご案内させていただくこととしました。

この視察は国レベルの働きかけによって実現されたものであり、背景としては、2017年COP23におい

て環境省が⽴ち上げた「コ・イノベーションのための透明性パートナーシップ（Partnership�to

Strengthen�Transparency�for�co-Innovation:�PaSTI）」があります。この取り組みは、パリ協定にお

ける「強化された透明性枠組み」の実施とイノベーションの実現を⽬指したものです。現在、ASEAN諸

国を中⼼に、⺠間セクターにおけるGHG排出に関する報告を促すための働きかけを⾏っております。

当⽇は、イトーキにおける環境への取り組みやエネルギー使⽤状況の把握、管理体制の説明、社員への啓

蒙活動などに関する紹介を⾏いました。パリ協定に基づいて、各国は定期的に温室効果ガスの排出量を国

連に報告しており、インドネシア政府関係者にとっては透明性のある報告内容にするための制度構築が課

題となっていることから、特にイトーキの温室効果ガスの排出量の把握に関する部分に関⼼が寄せられま

した。

その後、関東⼯場の⾒学を⾏っていただきました。省エネ環境管理ボードを活⽤して、関東⼯場で実践し

ている環境に対する取り組みを説明し、エネルギー管理システムの有⽤性や、実際の⼯場の運⽤ルールの

効果なども併せて紹介させていただきました。政府団はリアルタイムのエネルギー監視システムに感銘を

受けておられました。

＜新⽇本システック＞ITチャリティ駅伝に参加

新⽇本システック株式会社は、社会貢献活動の⼀

環として以前より未就労者を1⼈でも多く社会に復

帰させることを⽬的に開催されている「第10回

NIPPON�ITチャリティ駅伝」に参加しています。

2019年はイトーキ社内でも参加者を募集し、イト

ーキグループとして社会貢献活動へ参画していま

す。

NIPPON�ITチャリティ駅伝に参加

関東⼯場へのインドネシア政府視察
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イトーキのショールームを活⽤したCSR/SDGsの普及活動も⾏っています。

東京都中央区主催の「CSR/CSVリレーセミナー」や、グリーン購⼊ネットワーク（GPN）主催の

「SDGs研修会」を当社ショールームにて開催し、その中でイトーキのCSR活動について紹介を⾏いまし

た。

⼯場⾒学の様⼦ 集合写真

社外へのCSR/SDGs普及活動

SDGsの普及活動の⼀環として、社外での講演も積

極的に⾏っています。

2019年7⽉には株式会社⼭櫻主催の「SDGs推進

セミナー」にて、「イトーキの働き⽅変⾰と健康

経営、そしてSDGsについて」をテーマに、持続可

能な社会の実現に向けたイトーキの活動、4つのマ

テリアリティ(重要課題)やSDGsとの関わりを、事

例を交えながら紹介しました。

また2019年10⽉に開催された東京都中央区環境

情報センター主催の「中央区総合環境講座」で

は、「健康と環境に配慮した企業の取り組み」を

テーマに講演を⾏いました。

中央区総合環境講座

講演場所

北海道グリーン購⼊ネットワーク

株式会社⼭櫻

東京都中央区環境情報センター

ITOKI�TOKYO�XORKやSYNQAを活⽤したCSR/SDGsセ

ミナーの開催
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イトーキグループでは、全国にある⼯場や物流センター内の緑化を⾏っています。また、これらの施設や

オフィス周辺地域の清掃など、地域の⼀員としての美化活動にも社員が参加しています。

環境保全・美化への貢献

地域の環境をもっときれいに豊かに

2018年�びわ湖の⽇清掃活動参加

Sustainability Report 2020

185




