Giving to SIT
ご支援のお願い
心ばかりの返礼品をお贈りします。

shibaura GIFT

2022

〜未来を担う学生のために〜
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SIT

未来を担う学生のために
芝浦工業大学は 1927 年に有元史郎により創設され、「社会に学び、社会に貢献する技術者の育成」
を建学の精神とし、長い歴史のなかで 10 万名を超える卒業生を輩出してまいりました。
大学の施設、活動の充実に向け、昨年より開始しました返礼品付き寄付制度「芝浦ギフト」は、おかげさ
まで大変ご好評をいただき、皆様から多くのご寄付をいただきました。改めまして御礼を申し上げます。
本学では、世界各国の大学や研究機関との国際共同研究も増え、100 周年を迎える 2027 年にはアジ
ア工科系大学トップ 10 に入ることを目標としています。こうした目標実現に多様性は欠かせず、2022
年度は女子学生拡充の強化元年と位置付け、女子学生への奨学金制度を開始し、その利用を推進してい

〜未来を担う学生のために〜

理工系グローバル大学への
飛躍を目指して

るところです。
また、施設面においては、本趣意書でもご寄付をお願いしていました豊洲キャンパスに、新たな教育
研究活動拠点として
「本部棟（Centennial Main Building）
」
の建設が完了し、
4月に竣工いたしました。キャ
ンパス設置後50年以上が経過する大宮キャンパスについては、
キャンパス整備計画も検討しております。
本法人では、学生がより豊かなキャンパスライフを送れるように努めてまいります。コロナ禍という
厳しい環境の中ではありますが、未来を担う学生のために、皆様の温かいご支援、ご協力を心からお願

学びの
さらなる
高みへ

い申し上げます。

アジア工科系大学トップ 10を目指した教育環境の整備
グローバル化推進への取り組み
100th Anniversary Project

創立100 周年記念事業

大宮キャンパス施設整備資金

3 ページ

グローバル化推進支援資金
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課外活動を通じた、学生個々人の成長や人間性の向上
100th Anniversary Project

創立100 周年記念事業

学びの
広がりへ

課外活動等支援寄付
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理工系女子学生の拡充強化
創立100 周年記念事業

100th Anniversary Project

女子の修士・博士進学支援資金
学校法人芝浦工業大学
理事長

鈴見 健夫
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芝浦工業大学
学長

コロナによる退学者をひとりも出さない学生支援

山田 純

学びの
継続へ

プロジェクト募金
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コロナ対策学生支援プロジェクト募金
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shibaura GIFT
＼心ばかりの返礼品をお贈りします／
少額から始められる寄付制度
※詳細は7-9 ページに記載
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100th Anniversary Project

創立100 周年記念事業

創立100 周年記念事業

大宮キャンパス施設整備資金

グローバル化推進支援資金

大宮キャンパスは今後ますます学生数が増える一方で、

10

体育館、武道館の老朽化や 3・4・5・6 号館、先端工学
研究機構棟の仕様、学生のワークスペースの不足など、
キャンパス整備が急務となっており、大宮キャンパスマ

募集目標額

億円

スタープラン実行委員会で具体的な整備プランを計画中
です。
研究活動のための支援体制と設備の拡充、教学マネジメ
ントの円滑性・機動性・協働性の向上、社会貢献活動の
ための環境づくりなど、それらを実行可能とするソフト
とハードのバランスが取れた、SDGs の理念にかなった新
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グリーンキャンパス

「カーボンニュートラル達成に貢献する大学等コアリション（文部科学省）」および「SIT SDGs 宣言およびロードマップ」に取り組み、
さいたま市をはじめとする産学官等の地域連携強化を図る活動を通して、教育研究機関の社会貢献を具現化する環境を創生します。

食堂 / 厨房 / 生協購買 /GLC/ 学生相談コーナー / ラウンジ / 地域連携イノベーション /OBOG ラウンジ

新施設 ①

新施設 ②

成支援事業に選定された私立理工系唯一の大学です。世界を体感
できる質の高い国際教育は、本学の大きな特長です。
2021年3月、文部科学省の中間評価において、本学の取り組みが

募集目標額

最高評価の「S」となりました。
「S」評価を得たのは、全採択大学のうち 8 校（22%）です。学生・
教職員による幅広い取り組みが最高評価に結びつきました。
引き続き本学のグローバル化の発展のために、ご支援をお願いし
ます。

北田 航也

鈴木 はるか

理工学研究科 建設工学専攻修了

理工学研究科 建設工学専攻修了

建築デザイン研究室

地域デザイン研究室

芝浦工大は、建築デザインを学べる環境に加えて、国際交流が

アメリカとタイの語学研修プログラムやフランスへの長期留学を

活発だったため志望しました。SISAのイベントの幹事や GLCの

経験して国際感覚と度胸が身に付きました。GLC のアルバイトで

リーダーを務めるほか、学部 3 年生で「グローバル PBL」により

知り合った留学生の友人たちを訪ねながら、バックパッカーとし

タイに行き現地の大学生と共同に取り組みました。これらの経

て東南アジアを旅できたのも、異文化のなかで判断力や行動力が

験を通じて多様性に対する理解と寛容を深められたのは、社会

鍛えられたからです。学長賞（グローバル）の受賞も、海外で学ん

に出てからも役立つ大切な財産です。ご支援いただいた方に感

だことが評価されたからだと思います。皆様の温かいご支援のお

謝しています。

かげで充実した学生生活を送れました。

Topics

体育館改装イメージ

芝浦工業大学は、文部科学省が進めるスーパーグローバル大学創

億円

キャンパス空間を創生します。

Concept Plan

100th Anniversary Project

グローバル化の取り組み

GTI（Global Technology Initiative）
コンソーシアムの活動

新専攻・プログラム・
課程の開設

グローバルラーニング
コモンズの充実

東南アジアを中心に大学・企業の連携を

グローバル社会で活躍できる人材の育成

キャンパスの更なるグローバル環境の整

強化し、教育の質の向上、人材の育成に

を目指し、大学院国際理工学専攻、シス

備を推進していくために、日本人学生お

努めていきます。

テム理工学部国際プログラム、先進国際

よび留学生のためのスペースを充実して

課程を開設しました。

いきます。

エントランス

企画構想図

【主なポイント】
１：新施設 ①

体育館、研究室、実験室、教室、クラブハウスのコンプレックス（複合建物）を新設します。

２：新施設 ②

学生ラウンジ、食堂、生協、学生相談室などを新設します。

３：エントランス
４：森の復興

寄付金使途
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アプローチ道路の安全性確保と地域との共生に資するエントランスゾーンを整備します。

自然と人が共生し、サステナブルで環境に配慮した「グリーンキャンパス」を目指します。

大宮キャンパス施設整備資金

募集期間

2 017 年 4月〜2028 年3月

寄付サイトはこちら

寄付サイトはこちら

寄付金使途

グローバル化推進支援資金

募集期間

2017 年 4月〜2028 年3月
4

創立100 周年記念事業

100th Anniversary Project

課外活動等支援寄付

女子の修士・博士進学支援資金

本学の課外活動である体育会・文化会に所属する各団体の活動に対し、寄付を通じて資金援助ができ
ます。特定の団体を指定していただくことで、その強化費や合宿所、練習場の整備費用、物品購入費
や修繕保守費などに活用します。使途がない場合は体育会・文化会所属団体への補助金に充当します。

体育会

100th Anniversary Project

創立100 周年記念事業

「未来を担う理工系女性技術者の育成」のため、2023年度大学院入学者から成績優秀な女子入学者へ奨学金と
して給付します。日本における工学系分野の女子学生比率は世界と比較しても低水準です。
「教育も研究も、ダイバーシティの中でこそイノベーションが生まれる」という考えのもと、現在の大学院女
子学生比率 14.6％から、2027 年の設立 100 周年には 30％以上へ引き上げることを目標としています。女子
生徒の理工系進学を支援し、大学院進学率の向上を目指します。

文化会

1

Support

@KGRR

硬式野球部／ボクシング部／準硬式野球部／ラグビー部／弓

写真部／音楽部（メンネルコール）／美術工芸部／無線研究

道部／ソフトテニス部／女子バスケットボール部／ハンド

部／軽音楽部／ギターアンサンブル部／ミュージックファミ

ボール部／軟式野球部／空手道部／自動車部／山岳部／剣道

リー部／交響吹奏楽団／ユースホステル研究部／S.R.D.C.（ロ

部／男子バスケットボール部／スキューバダイビング部／

ボット開発）／サイクリング部／Team Birdman Trial（鳥人

アーチェリー部／柔道部／バレーボール部／硬式庭球部／ア

間）／軽音楽同好会／演劇部劇団カリメロ／ロボット遊交部

メリカンフットボール部／バドミントン部／卓球部／少林寺

からくり／茶道部／囲碁サークル SIT ／ FM 放送技術研究会

拳法部／ライフル射撃部／ワンダーフォーゲル部／サッカー

（FM 芝屋）／英語部（E.S.S.）／映画制作会／芝浦宇宙航空研

部／ヨット部／陸上競技部（ 短距離ブロック）／駅伝部／ゴ
ルフ部／芝浦工業大学 FormulaRacing

Thank You Message

究開発部（SHARXS）／アカペラサークル NewTone

（2022 年4月現在）

（2022 年4月現在）

学生より感謝の気持ちをこめて

Support

2

大学院修士課程進学奨励給付奨学金

大学院博士（後期）課程給付奨学金

学科推薦で理工学研究科に進学し、その中で学業成績が優

修士課程から引き続き博士（後期）課程に進学し、十分な

秀な学生を対象に奨学金を給付しています。今回新たに女

研究業績がある学生を対象に、学費を全額免除する奨学金

子学生枠を新規で追加し、各学科等成績 1 位の女子学生に

を給付しています。今回、女子学生枠として学費を半額免

年額 30 万円を給付します。

除する枠を新設します。

Project Funding

プロジェクト募金

コロナ対策学生支援プロジェクト募金
新型コロナウイルス感染症の拡大によって生じている家計急変などに対応する、学生のための新たな経済的支
援策「コロナ対策学生支援プロジェクト募金」を 2020年4月よりスタートしました。コロナ禍による経済的影

勅使河原 大介

長島 きりの

機械機能工学科卒業

機械工学科卒業

ロボット遊交部 からくり

Team Birdman Trial ( 鳥人間 )

「からくり」は小学生向けに工作教室を開催して、

私が芝浦工大を志望したのは、TBT で鳥人間コン

ものづくりの面白さを伝えることを目的とした部

テストに挑戦するためでした。部長として予算や

活動です。部員の減少やコロナ禍で存続の危機も

スケジュール調整の苦労を味わうとともに、TBT

ありましたが、子どもたちの笑顔がモチベーショ

が OB や父兄の方々ほか多くの人々に支えられて

ンになっています。将来、この子たちが工学に興

いることを知りました。コロナ禍で大会の中止や

味を持って、芝浦工大に入学するかもしれません。
もっと活動の幅を広げて、多くの人に参加しても
らえることを願っています。支えてくださった

響での退学者を 1 人も出さないために、教職員をはじめ広く募金活動を推進しています。
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Support

Support

コロナ対策授業料減免奨学金

学生臨時給付奨学金

部活動ができずに参加を棄権するなど我慢の時期

意欲があるにも関わらず、コロナ禍によって経済的に学業

意欲があるにも関わらず、コロナ禍によって経済的に学業

が続きましたが、次こそは琵琶湖の空に二人乗り

継続が困難となる学生を対象に、授業料減免を実施してい

継続が困難となった学生を対象に、臨時給付奨学金を支給

の機体が舞う姿を見たいと思います。

ます。年間授業料等（授業料・維持料）の1/2 額を上限に減

しています。学位取得を目的に在学する正規在学生一人あ

免します。

たり、月10 万円、最大4 か月支給します。

方々に感謝しています。
寄付サイトはこちら

寄付サイトはこちら

寄付金使途
寄付金使途
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課外活動等の支援

募集期間

常時募集

2

各種奨学金の原資

募集期間

2022 年 4 月〜 2028 年 3 月

女子の修士・博士進学支援資金

募集期間

2020 年 4 月〜 2023 年 3 月

コロナ対策学生支援プロジェクト募金
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1 万円〜38 万円の返礼品をご用意しています。

10,000 円〜 380,000 円

＼心ばかりの返礼品をお贈りします／
少額から始められる寄付制度

30,000 円

15,000 円

shibaura

GIFT

アスペン志賀

山上木工

SHIBAURA GIFT とは、返礼品付き寄付制度です。
返礼品には、卒業生の方とのコラボ商品やオリジナルグッズも

スキー部卒業生が営む、長野県

無垢材から作り出す温かみの

志賀高原の宿泊チケット。目の

ある木製カトラリーや家具。

前がゲレンデの好立地！
【寄付番号】21225

【寄付番号】21149

用意しました。ぜひ皆様のお手元でお楽しみください。

帝国ホテル 東京
お肉の産地にこだわった伝統のカレーや、3 種の味をお楽しみいただける
スープセット。

【寄付番号】21226・21227

ご寄付の金額に応じてギフトをお選びください。
返礼品付き寄付サイトはこちら→
https://www.shibaura-kifu.com

地産地消の料理を提供することをモットーに、手作り料理で

プロダクトをぜひお手元に！

お客様にご提供しています。

でお楽しみください。

株式会社山上木工

アスペン志賀

株式会社帝国ホテル

専務取締役

佐藤 国男（1971年 工業経営学科卒業）

代表取締役社長

山上 裕一朗（工学部・機械工学第二学科卒業）

30,000 円

1 万円〜2 万円の返礼品をご用意しています。

1 万円〜3 万円の返礼品をご用意しています。

10,000 円〜 30,000 円

山田学長おすすめ！

奈良県五條市は、金剛山

10,000 円〜 20,000 円

10,000 円

×

芝浦工大 教授陣

風光明媚な場所です。五
條市で生まれ育った私に

紀伊國屋書店

とって五條酒造の五神は
特別なお酒です。ぜひ皆

ウォ―ターポンププライヤー

先生おすすめのスペシャルな
選書セット
【寄付番号】21169・21170・21171

入れ、地元で一番人気を誇る『五神・金ラベル』に加えて、
純米酒・吟醸造りやリキュールの製造にも力を注いでおります。

五條酒造株式会社

代表

中元 英司

苅谷工学部長おすすめ！

学生およびそのご家族のみ
が 使 用 可 能 な、3,000 円 分
の生協利用券。

本返礼品は予約品となります。

※写真はイメージです。

【寄付番号】21174

（2023 年 6月中旬頃の発送予定）

本と人との出会いの場を大
切に、新たな学びや発見の
きっかけとなれば幸いです。

株式会社 紀伊國屋書店

学長
山田 純

工学部教授
藤田 吾郎

建築学部教授
志村 秀明

1 万円〜2 万円の返礼品をご用意しています。

10,000 円

やかな甘さのタカミメロン。
【寄付番号】21142

【寄付番号】21213

昔ながらの手作りの良さを残しながら近代の最新設備も取り

丹精込めて育てた評判の爽

芝浦工業大学
生協利用券

神尾メロン

SHIBAURA 選書

様 に も ご 愛 飲 い た だ き、
ことを願っております。

定保 英弥（本学 法人運営外部評価委員）

〜知の扉！SHIBAURA 選書〜

や吉野川の恵みを受けた

五條の名がさらに広まる

帝国ホテルで長年愛されてきた伝統の味を、是非ご自宅

先進技術と伝統的な職人技術を融合した製品です。自信ある

介護福祉施設の運営を通じ出会ったメロンが、地域・大学貢

豊洲キャンパスと大宮キャンパスの購買書籍部と生協食堂及び大宮キャンパス大

献に繋がれば幸いです。

学会館 1 階の芝浦ベーカリーでご利用いただける生協利用券。芝浦工大生の豊か

有限会社エスエス住建

なキャンパスライフに役立つ人気の商品です。

代表取締役

神尾 雅陽（1982 年 工学部建築学科卒業）

2 万円〜5 万円の返礼品をご用意しています。

10,000 円〜 20,000 円

10,000 円

20,000 円〜 50,000 円

フリーズドライのフ
ルーツにチョコレート
を浸みこませた不思議
な 食 感 の お 菓 子 で す。
甘いお菓子が人々の心
に安寧をもたらし、そ

CAMPS 有田川

わいん厨房たるたる

して、世界が平和にな

和歌山県有田川町にて旧保

この 10 年の試飲回数は延べ

りますように。

育所をリノベーションし

16 万回。選び抜いたワイン

「クラフトビールでまちづ

で各国様々な味わいを組み

くり」に挑戦中。

【寄付番号】21209

食用油を使用せず作り 9 セ
ンチの短さが特徴の宮城の

立てさせて頂きました。

【寄付番号】21141

名産麺。
【寄付番号】21132

【寄付番号】21221

父がまちづくりコラボ事業を始めたことで、娘たちが芝浦

2000 年にワイン専門飲食店を銀座に開業。酒販免許を取得

蔵王連峰のふもと、城下町奥州白石で製麺する乾麺をよろし

濃厚な舌触りへと変化していく「オカシな果実＆」を

工大に入学しました。

し、ワインの小売も始めました。

くお願いいたします。

是非お楽しみください。

Nomcraft Brewing（株式会社 CAMPS 有田川）

わいん厨房たるたる

きちみ製麺

チョコグラフィ株式会社 「メレ・ド・ショコラ」

代表取締役の長女と次女

店主

代表取締役社長

軽い口当たりの爽やかな果実感からチョコレートの

7

きちみ製麺

伊藤 博之（1990 年 工業化学科卒業）

吉見 光宣（1979 年 建築学科卒業）
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10,000

円

10,000

ザ・スウィーツ
キャラメルサンドクッキー

円

バター香るクッキー生地に、
口どけのよいチョコレートと

ごはんのお供やおかずとして

少し苦味をきかせたキャラメ

大活躍の人気アイテム。

ルが奥深いおいしさ。

もらって嬉しいギフトです。
【寄付番号】21208

【寄付番号】21205

15,000

円

SHARE CAKES 厳選
２種のチーズで濃厚なのに
まろやかなチーズケーキ

15,000

マルハニチロ
海からのめぐみ海鮮
フリーズドライ詰合せ

円

北海道産の原料にこだわり 2

海鮮具材や出汁の風味を味わ

種類のチーズを使用。濃厚で

える具だくさんのフリーズド

ありながら食べやすいチーズ

ライ。海からのめぐみをご堪

ケーキ。

能ください。

■ 創立 100 周年記念事業募金にご寄付いただいた方への礼遇
礼遇について

個人

特別銘板へのお名前の記載
教室、スペースへの命名権（ネーミングライツ）

寄付者銘板等への顕彰

会社・団体

10万円以上

50万円以上

100万円以上

500万円以上

1,000万円以上

個別にお問合せください

教室、スペースへの命名権（ネーミングライツ）

【寄付番号】21207

20,000

円

円

日本ハム

グルメカタログギフト

美ノ国ギフト

銘板（イメージ）

ニッポンハムグループの国内自

味景 5,800 円コース

社農場で育んだ豚肉のみを使用
し、
「熟 成」規 格 に 仕 上 げ た 国

憧れの名店の逸品や老舗の伝

産プレミアム「美ノ国」ギフト

統の味など、“選ぶ楽しさ” が

です。

満載のカタログギフト。

本学に多大なるご厚情をいただいている皆様のうち、寄付

本学の教育研究環境を向上させることおよび施設等を有効

金額（累計）により、個人様・法人様・団体様のご芳名を

活用するため、豊洲キャンパス本部棟内施設のネーミング

寄付者銘板（豊洲キャンパス本部棟）に刻み、末永く顕彰

ライツの趣旨にご賛同いただける個人・団体を募集してい

させていただきます。

ます。豊洲キャンパス本部棟内施設の名称に法人名、ロゴ、

【寄付番号】21202

【寄付番号】21201

30,000

ご寄付賜りました皆様に感謝の気持ちをこめて

銘板へのお名前の記載

【寄付番号】21206

20,000

顕彰制度

味香門和膳（みかどわぜん）
アマノフーズ＆キッコーマン
和食詰合せ

（24 個）

30,000

円

円

愛称などを付けることができます。

■ 特別名誉賛助員・名誉賛助員

竹八西京漬詰合せ（14 切）
の味で漬け込み、素材本来の

新潟県奥阿賀産
コシヒカリ（10 kg）

持ち味を引き出したこだわり

粘り気のある美味しいお米をお

竹八が選び抜いた素材を伝統

の品。

各種寄付の累計額を元にご寄付いただいた方へ名誉称号をお贈りしております。
称号

召し上がりいただけます。

【寄付番号】21203

【寄付番号】21204

特別名誉賛助員

称号対象となるご寄付の累計額
個人
300万円以上

会社・団体
5,000 万円以上

特典

称号記の贈呈
銘板へのお名前記載

※SHIBAURA GIFT はインターネットでのご注文のみとなります。※紙面での返礼品のご紹介は、スペースの都合で一部のみとなります。未掲載の商品情報等がありますので、詳細はウェブサイトをご覧ください。
※返礼品ラインナップ、パッケージは変更となる場合がございます。

名誉賛助員

100万円以上

1,000 万円以上

本学行事へのご招待

＼thank you for your special kindness ／

格別のご厚情を賜りありがとうございます。

税制上の優遇措置について

寄付をお寄せいただいた方々からのメッセージを掲載いたします。

4 月から息子がお世話

コ ロ ナ 禍 に 負 け ず、

コロナ禍で勉学困難と

支部総会で集まると学

芝浦ならではの特色

に な っ て い ま す。少

また琵琶湖上を飛べ

なった後輩学生に、少

生時代の話が出ます。

ある研究活動を期待

しですが力になれた

る日を目指して活動

しばかりですが支援さ

卒業後の良い思い出に

し ま す。母 校 の 発 展

ら と 思 い ま す。学 生

を継続して下さい！

せていただきます。

なるキャンパス建設を

を希望しています。

がんばれ！

在学生の保護者

応援してます。

在学生の保護者

卒業生

卒業生

教員

芝浦工業大学への寄付金は、寄付金控除の対象となります。
法人の場合

遺贈について

法人が本学へご寄付された場合、法人税法上、支出した寄

ご自身の大切な財産を母校の発展、後輩たちの支援に役立

付金を損金に算入することが認められています。損金算入

てていただくことができます。本学に遺贈していただいた

にあたっては、寄付金全額を損金算入できる「受配者指定

場合、その財産は非課税資産となり、相続税を軽減するこ

寄付金」と、
一定額まで損金算入できる「特定公益増進法

とができます。ご関心のある方は、財務課までご連絡くだ

人に対する寄付金」があります。いずれも専用の申込用紙

さい。

がございますので、ご利用の場合には財務課までお問い合
9

わせください。

10

個人の場合
東京都港区在住の
課税される年間所得金額が

税額控除方式
確定申告

500 万円の方の場合。

20万円

万円

ー

限度額

×

2,000 円

控除率

控除額

=

40%

79,200 円

所得税率に関係なく、減税額は直接所得税より控除（所得税額の25％が限度）

メリットの大きい方を選択

寄付金

20

寄付金額

所得控除方式
寄付金額

20万円

ー

限度額

×

2,000 円

控除率

控除額

=

20%

39,600 円

課税される年間所得金額に応じ、5〜45％の段階

所得金額に応じた税率を掛けて控除が決定

+

控除率
4%
6%

住民税の控除

対象自治体
東京都

埼玉県

千葉県

港区 さいたま市

お住まいの地域により最大10％（都道府県、市区町村分を合わせて）の住民税控除が受けられます。

柏市

寄付金額

20万円

東京都（4%）
と港区（6%）の

ー

限度額

2,000 円

住民税控除率

×

最大

10%

合計で10 %

※寄付金控除を受けるには確定申告が必要となります。詳しい条件などはお住まいの地域を管轄する税務署等へご相談ください。

インターネットからのご寄付について
芝浦工業大学への寄付は、インターネットからのお申し込みが便利です。
クレジットカード決済のご利用が可能です。

shibaura GIFT
芝浦工業大学寄付サイト

スマートフォンからも寄付できます。
https://www.shibaura-kifu.com/

振込用紙によるご寄付について
添付の寄付申込書兼払込取扱票を使用し、お振込ください。
振込用紙表面記載の指定銀行・ゆうちょ銀行でのお振込は振込手数料が無料となります。1万円からありがたくお受けいたします。
（返礼品のお取り扱いは、インターネットからの寄付のみとなります）
【ゆうちょ銀行口座記号番号】
00110-0-172130

【指定銀行口座番号】
みずほ銀行

浜松町支店

普通預金

8025010

三井住友銀行

柏支店

普通預金

9203550

三菱 UFJ 銀行

田町支店

普通預金

2134884

卒業生の方へ
芝浦ギフトへの出品にご協力を頂ける方は、下記までご連絡をお待ちしています。

【お問い合わせ】学校法人芝浦工業大学 校友・後援会連携課
〒108 - 8548

東京都港区芝浦 3 - 9 -14

TEL：03-6722-2910 mail：kifuboshu@ow.shibaura-it.ac.jp
写真撮影協力：日刊建設通信新聞社

