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坂内正のAsia BANZAI!

ビッグ・ハルノの研修現場リポート 第 2 回

人の活力はどこから生まれる？
契約講師紹介＆現場研修レポート
大人の今さら中学校！ 第2限 セミナーご招待読者プレゼント

プロレス 3 団体 大会ご招待読者プレゼント
ありがとう！ TV ガイド 読者プレゼント

スプリングフィールド契約講師
西口プロレス所属

賀川 照子さん

栄養療法で、
ココロと
身体が元気になる！

経営者対談

ありがとう! TVガイドによせて❷

栄養療法で、ココロと身体が
元気になる！
通信教育構築プロデュサー

四條

陽英

この時期になると、思い出すのが 41 年前（1977 年）に筆者がアメリカ、
USB（カルフォルニア大バークレー校）の語学研修で 1 か月滞在した思い出。
当時は、アメリカかぶれで、
「MADE IN USA」植草甚一氏のワンダーランドの
ちの宝島を愛読していました。羽田から LA 経由で SF、バークレーへ。夜遅く
学生寮に到着し、空腹のために、外に出たら、セブンイレブンがあり、コンビ
ニ体験をした。驚いたのが、牛乳の種類の多さで、英語表記で、普段飲んでい
る牛乳が分からなかった事です。それと、スターウォーズの1 作目を現地で観
たことです。
アメリカで凄いと思った事が 2 つあり、一つは、コンピュータ技術の進化、
当時のサンフランシスコのBART（地下鉄）の切符がプリペイドカードだった。
日本は、切符に駅員が鋏を入れていた時代だと思う。もう一つは、週末にネバ
ダ州リノに旅行に行った時に、ガソリンスタンドで拳銃がガムと同じに販売
されていたこと。勿論、日本人は購入できないし、今は販売してないと思いま
す。身近に拳銃がある国だと思ったものです。コンピュータ技術は、もう日本
は追いつけないのだろうか。
今、通信教育として企画したいのが、
「栄養療法」に関する分野です。ココ
ロの不調は、食事で治せる。鉄分が不足しているとココロと身体が不調にな
るなど…。メンタルヘルスは、食事（栄養素）の摂取に影響を受けやすいので
す。メンタル不調で、診察を受けて処方された薬を飲むより、不足している栄
養素を調べて、食事から始めるのが栄養療法です。プチ断食で、ココロと身体
の調子が良くなったことをたびたび聞きます。ストレスチェックが企業に義
務化されていますから、通信講座として商品化もできるかなと考えています。
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株式会社スプリングフィールド
代表取締役
全日本能率連盟認定
マネジメントインストラクター

春野

の
ビッグ・ハルノ
ト
研修現場リポー

真徳

第2回

バブル崩壊してからというもの心も身体も慢性的に疲れている人が増え続けているように思いま
す。そのせいか、不機嫌な人もよく見かけます。一定規模以上の組織になると、メンタルを壊してしま
いリタイヤしてしまう人が後を絶たちません。
「働き方改革」と叫ばれる昨今、働きやすさや継続して働き続けることができる職場づくりとは、物
理的に制度やルールを改善するだけで解決できるものでもないように思われます。そこで、今回は、
人間のメンタル面、特にエネルギーの源泉に注目したいと思います。

～人の活力はどこから生まれる？～
研修は、組織づくりの一貫であるという理念の元に弊社では取り組んでいます。理想の組織と
は、一人一人のメンバーが自律しており、かつ、相互に助け合い、学びあえる組織と私たちは定義
しています。その状態に向かうためには、まず、組織そのものが活性化していること、成し遂げた
いと言うエネルギーに満ちていることが前提として挙げられます。だからこそ、その道程で不足し
ている能力に、気づき、フィードバックをもらいながら、学び成長します。結果として、自分で考
え行動し、助け合いながら成し遂げられる人物、しいては組織になっていくのです。
では、エネルギーの源泉はどこにあるのでしょうか？
今、多くの組織は短期利益を追い求め、脇目もふらず目の前の仕事を処理することに没頭していま
す。気がついてみると、燃え尽きたようにエネルギーが欠乏し脱け殻のようになってしまう人もいます。
人は、快と不快があるとするならば、快の方向に身体を向けていきます。単純な話、タバコをや
められない人は、吸っているときの快感が忘れられなくて、やめようと思ってもやめられない状態
が継続します。
仕事は、達成感の繰り返しでエネルギーを高めていきます。それは、上司や先輩、同僚が、都度
承認してくれるからなのです。そして、その体験は、また、達成という快を感じたいためにさらに
目標達成に向かっていきます。ただ、その繰り返しだけだと、ある時「自分の人生、これでよいの
だろうか」という自問にエネルギーの継続を削いでいきます。
目の前の利益はとても大事なことです。ただそれだけだと、疲れたときに「このままこれを続け
ていくのか」と心の拠り所に弱さを感じてしまいます。
仕事が自分の人生においてどのような意味を持っているのか？
このままこの会社で働き続けて期待や希望は見いだせるのだろうか？
誰かの役に立っている将来像、成し遂げている将来像、つまり、将来の快をイメージすること、
それがビジョンとなります。
点ではなく線で人生を思考することで、継続したエネルギーを手に入れることができるのです。

ありがとう！ TV

http://www.spring-field.co.jp/tv/

3

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

スプリング・フィールド
契約講師紹介 ＆ 現場研修レポート
今回は、新たに契約講師になられた講師と契約講師の研修活動レポートを掲載いたします。

新契約講師メンバー
旭文文創科技股份有限公司 執行長
株式会社スプリングフィールド研修講師

し

か た

志方

ゆ う

優

専門領域
コーチング、リーダーシップ＆マネジメント、ファシリテーション、対人関係スキル、
就職・面接コーチ、ビジネスマナー、ステージスキル、ロジカルシンキング

研修進行の特長
●対話やワークを通じて、受講者が頭・身体・感情を動かし、アウトプットを引き出す進行。
●「学ぶ→やってみる→振り返る→改善する」実習を通じた、学びの原理に基づく進行。
●知恵や知識を交換し、相互に教え合い、学び合う進行。

業務実績

日本

●地方自治体職員、学校機関：コーチング、問題解決、キャリア開発、ロジカルシンキング
●サービス業、ホテル：接客マナー研修、プレゼンテーション技術、コミュニケーション研修、問題解決、
組織づくり、コーチング、マネジメント・リーダーシップ研修
●教育業、IT 情報系企業：調査・コンサルテーション

台湾

●地方自治体職員：コミュニケーション研修、ステージスキル、ロジカルシンキング、就職・面接サポート、組織づくり
●サービス業、ホテル：コミュニケーション研修、アンガーマネジメント、ロジカルシンキング、組織づくり
●製造業：日本―台湾社員間コミュニケーション研修、新入社員研修、コーチング
●大学機関：コミュニケーション研修、ステージスキル、ロジカルシンキング
●大学ゼミ：キャリア設計、ステージスキル、面接スキル

株式会社スプリングフィールド
組織開発コンサルタント

や ま ざ き

山崎

け ん

じ

賢司

明治大学政治経済学部卒。英国国立ウェールズ大学経営大学院 経営学修士課程 MBA( 日本語 ) 修了。
大学卒業後、地方銀行へ入行、個人・法人融資、渉外等を経験。2001年、社団法人日本能率協会へ
転職後、リーダーの早期選抜・育成、タレントマネジメント等の仕組みを各社へ導入。経営を担える
人材や新事業を開拓する人材を育成。また、トップマネジメントを巻き込んだ人事諸制度の構築や
ボトムアップの機運づくりなど、組織活性化を支援してきた。研究所副所長などを経てその後独立。
経営者の想いの言語化、プロジェクトマネジメント支援、企画支援・業務フロー等のドキュメント化、
コンセプトメイクなどを支援している。

契約講師研修活動・実績レポート
明るく楽しく元気良く！人と組織を活性化！
株式会社アネゴ企画 代表取締役
（一社）日本能率協会 KAIKA アワード 検討委員
国際コーチ連盟認定プロフェッショナルコーチ
ICF 国際コーチ連盟認定システムコーチ
ファミリービジネスアドバーザー
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特殊法人：トップマネジメント、管理職研修、中堅職員研修

う え

だ

上田

ま さ

み

雅美

明るく、楽しく、元気良く！ 元気になってお帰りいただきます！！
う え む ら

じ ゅ

り

上村 珠理

研修講師
大手資材製造メーカー：新入社員導入
特殊法人：若手職員研修、3 年目研修、インストラクター養成

輝く中年の星☆非言語トレーニングの第一人者
言語・非言語表現トレーナー
女子プロレスラー、女優、パフォーマー
様々な形で多くの方々をおもてなしするパフォーマー

か

が わ

て る

こ

賀川 照子

医療機関：非言語コミュニケーション研修
大手食品メーカー：非言語コミュニケーション

現場で「即戦力」となる学びを持ち帰って頂くこと
厚生労働大臣認定キャリアコンサルタント
米国 CCE.inc 認定 GCDFJapan 認定キャリアコンサルタント
財団法人日本産業カウンセラー協会認定カウンセラー
ストレスマネジメント・メンタルヘルススペシャリスト

く ら

い

ひ ろ

倉井 啓

公益社団法人容：プレゼンテーション研修／電機メーカー：
（ハラスメント防止）マネジメント研修
IT 関連：クリティカルシンキング研修／地方自治体：ビジネスマナー研修
地方自治体：市民サービス向上研修・監督者研修

なるほど !! 楽しい!! 出来た!! 記憶に残る研修を貴方に
コミュニケーションコンサルタント
ハーマンモデル認定ファシリテーター

の

は ら

ひ で

き

野原 秀樹

航空会社：主任層研修
機械製造メーカー：コミュニケーション講演会

講師コラム

グローバル人材とは？

「グローバルで戦えるスキルの向上、人材の育成」

という言葉は、人材育成の業界でよく聞かれる言葉

かもしれない。グローバル人材とはどのような資質
や能力のことを指すのか、改めて考察してみよう。

語学のスキルは脇において、よく言われるのがコ

ミュニケーションスキルや、論理的思考や、ネゴシ

エーションなど対人関係のスキルだが、これらのス

キルは多かれ少なかれ日本人であっても過去に必

要であったし、これからも必要なスキルといえる。

つまりグローバル人材にだけ必要な、特別な“ 科目”

研修のご用命・お問い合わせは →

や ま ざ き

山崎

け ん

じ

賢司

というわけではない。日本語で歌が下手なのに、英

語だと歌が上手になることがないのと同様に、日本

でローパフォーマーな人材が、海外に赴任するとハ
イパフォーマーになるということは決してない。

しかし重要なのは、日本人だけを対象としている

場合に比較して、飛躍的にその「幅」を広げなけれ

ば ならないことは間違いない。それはマイノリ
ティー経験、修羅場の経験を含め、相当にタフな経

験を積むことによってしか得られないハードルの高

いスキルなのだと思う。

info@spring-field.co.jp
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経営者対談／レポート
経営者、事業主の他、様々な分野で活躍されている方々との対談番組。仕事を始めたきっかけ、
大切にしていること、成功談、失敗談など、ゲストの方々の貴重な経験を語っていただきます。

自然素材へのこだわり

美と健康を応援する「よもじお」ショップ

円山 奈緒美

さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

一生自分が思うように、したいように生きていく。
まず自分の思いに正直になって生きていくということです。

オレンジ再び

オレンジアーティスト

坂上 たかお（ガミ）さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

「オレンジ」は一生やろうと思って始めたことなんで。続けていくことの
大事さ。支えてくれたりつながってくれている人達との信頼感です。

日常を共にできる人

ブランシュール

婚活アドバイザー

坂本 寿代

さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

結婚の素晴らしさを伝え続けること、自分自身があきらめないことです。

知恵と勇気とファン

FANFUN 起業クリエーター

白井 真一

さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

可能性を否定しないことです。
あきらめることは簡単なので、あきらめないことを続けていきたい。

言葉を学べる環境を作る

ヒロキインターナショナルコンサルティング 代表

山口 広輝

さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

ご縁です。本当にいろんな人に助けてもらって、
それがなかったら今の自分はないので。本当にありがたいです。
6

「ありがとう！TV」とは、YOUTUBE で配信してる視聴料無料の放送局です。

経営者対談

困った時のよろず相談役

長谷部行政書士事務所

行政書士

長谷部 博昭

さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

真実を引き出して、相談してよかった、頼んでよかったと
言われるような仕事です。

ぶらさがらない ままてらす起業家フェスタ
運営責任者
生き方を
斉藤 昌美 さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

ままてらす起業家フェスタ
運営スタッフ

前里 成美

さん

● 自分を大事にしたい。自分を大切に扱うからこそ、人も大事にできると思います。
●
「本気」ということです。

身近すぎる司法書士

司法書士ほりぐち法律事務所

堀口 泰一郎

さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

正直に誠実にということにぶれない様に。お金じゃないんだぞと。
一番身近な法律の相談相手になることが私の目標です。

時空を旅する輸入ビジネス

ジェトロ認定貿易アドバイザー

大須 賀祐

さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

人からしか幸せって運んでもらえないので、人間関係を重要視する。
そのためには相手の正義も認めていくということです。
ハッピーライフコンサルティング
マリッジコンサルタント

幸せな人生の秘訣
★大事にしていること／一言ピックアップ

森田 眞理子

さん

「ありがとう」です。どんな人と会っても必ずその人にはいいところが
あるんですよね。私に出会ってくれてありがとうって本当に感謝しています。

「社会に貢献する人材を育てる」

愛クリエイト株式会社
代表取締役

古賀 章司

さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

社会に貢献できる研修を行う。そうすることで社会が幸せになる、
世界が幸せになるんじゃないかと思います。
ありがとう！ TV

http://www.spring-field.co.jp/tv/
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経営者対談

人生デザインのお手伝い

株式会社アバンダイフ

代表取締役

高橋 秀樹

さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

信頼、信用、の信です。信頼を得ようと思ったら信じること。
騙すくらいなら騙されたほうがいい。

人の手にこだわった
きめ細かいサポート

結婚相談所

マリッジナビ

石田 由美

さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

どういう方でも素敵な魅力があるし、否定するのではなく、全てを受け入れる。
そういった気持ちで接していくと全てがうまくいくし楽しい人生が送れるのかなと思います。

ギフトに生きる

株式会社びりかん

～感性に素直に向き合い創造される～

コンサルタント

石丸 弘

さん

★大事にしていること／一言ピックアップ

優しさとか、愛とか、平和とかずっといつも言っているんですけど。
一人ＮＰＯ なんじゃないかとぼくは思ってるんです。

その他のチャンネル
講師 NAVI
第一線で活躍されている講師の方々と
の対談番組。専門領域、独自のメソッ
ド、他では聞けないエピソードなどを
語っていただき、様々な角度から講師
像に迫ります。

堀田孝治 講師

野原秀樹 講師
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オーハシヨースケ 講師（中）／羽地朝和 講師（右）

「ありがとう！TV」とは、YOUTUBE で配信してる視聴料無料の放送局です。
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坂内正のAsia BANZAI!
渡航経験豊富な海外事情通にして、元政府系金融
機関中小企業金融担当の坂内正氏をコメンテー
ターに迎えての対談番組。アジアの現在（いま）
をお届けします。
最新トピックス

第 26回・第 27回

台湾編

コメンテーター：坂内正（ばんないただし）
。旅行会社ハートシステム（株）代表取締役。
ファイナンシャルプランナー、元政府系金融機関の中小企業金融担当。退職後 400 回を
超える渡航経験を有し、海外事情に精通。
ナビゲーター   ：春野真徳。株式会社スプリングフィールド代表取締役。
「ありがとう！ TV」MC。

ありテレ・ラジオ
ありがとう！ TV がお届けするラジオ番組です。老舗の「おったまがエールの人
間応援ラジオ」に加え、
「ありがとう！ TV 実験室」が始まりました。ぜひご視聴
ください。

おったまがエールの人間応援ラジオ
各回様々なテーマを設け、ゆるゆると人
間のエピソードをつづります。

ありがとうＴＶ！ 実験室
新番組が始まりました。出演はおなじみ
石丸弘さんです。

ありがとうTV

http://www.spring-field.co.jp/tv/
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プロレス大好き大集合！
MC の春野真徳が様々なゲストと
熱いプロレストークに花を咲かせます！
雫有希選手の登場～！
5.6 きらきら太陽プロジェクト～クラシカルモダン～
板橋区立グリーンホール大会スペシャル！
きらきら太陽プロジェクト

雫有希選手
大日本プロレス 佐久田俊行選手、野村卓矢選手初登場！
5.5 横浜文化体育館「～ Endless Survivor ～ 2018」
スペシャル MCは、てるりん～！
大日本プロレス

佐久田俊行選手、野村卓矢選手

5.2 後楽園ホール大会スペシャル！
FREEDOMS 佐々木貴選手の登場！
スペシャル MC は、てるりん～！
FREEDOMS

佐々木貴選手
政宗選手 19 周年記念興行スペシャル
政宗選手、藤田あかね選手（アイスリボン）の登場！
プロレスリングディスカス旗揚げ戦！
解説は、柴田惣一さん。
プロレスリングディスカス

政宗選手、アイスリボン 藤田あかね選手

品川区区議会議員 木村 健悟さん 稲妻戦士！
稲妻レッグラリアート！
スペシャル MC は、柴田惣一さん～！
品川区区議会議員

10

木村健悟さん

「ありがとう！TV」とは、YOUTUBE で配信してる視聴料無料の放送局です。

プロレス大好き大集合！
大和ヒロシ選手の登場！
真っ白な未来へ向けて新たな船出！
スペシャル MC は、てるりん～！
プロレスラー

大和ヒロシ選手

大和ヒロシ選手
Wrestle-1退団 緊急記者会見！

プロレスラー

大和ヒロシ選手
TAKA みちのく選手の登場！
4.22 KAIENTAI DOJO 16 周年記念 CLUB-K
SUPER evolution16 後楽園ホール大会
（新日本プロレス 鈴木軍）
KAIENTAI DOJO

TAKA みちのく選手

文京区議会議員 プロレスラー 西村修選手
スペシャル MC は柴田惣一さん！

文京区議会議員

プロレスラー

西村修選手
2.18 バトスカフェ ～新生バトスカフェ 3 周年記念大会
～ 板橋区立グリーンホール大会 唯我選手、
ガンダーラ鈴木レフリーの登場！
スペシャル MC は、てるりん～。
バトスカフェ

新番組

唯我選手、ガンダーラ鈴木レフリー

柴田惣一の昭和プロレス名勝負
数え歌 10 分 1 本勝負！
第 1 回〜第６回

スペシャル MC でお馴染みの柴田惣一さんとともに、
昭和プロレスの名勝負を振り返り、語り尽くします！

ありがとう！ TV

http://www.spring-field.co.jp/tv/
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各種プロレス団体 試合日程
プロレス3団体

大会ご招待読者プレゼント

バトスカフェ～皆熱月（みなづき）
新宿絵巻～
6 月17 日（日）
開場：17：15 開始：18：00

場所：東京・新宿 FACE
チケットのお問い合わせ先：ticket@batoscafe.com
チケットプレゼント

上記大会のチケットを抽選でペア1組（2 名様）
プレゼント！

西口プロレス 7 月大会
7 月 24 日（火）
開場：18：30 開始：19：00
会場：東京・新宿 FACE

チケットのお問い合わせ先：西口エンタテインメント
			

チケットプレゼント

03-6416-0218

上記大会のチケットを抽選で
ペア 2 組（4 名様）プレゼント！

丸藤正道 20 周年記念大会「飛翔」
2018 年 9 月1日（土）
開場：13：30 開始：15：00
場所：東京・両国国技館

チケットのお問い合わせは

公式ホームページにてお願いします。

http://www.noah.co.jp/

12
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「ありがとう！TV」とは、YOUTUBE で配信してる視聴料無料の放送局です。

大日本プロレス「両極譚～ RYOGOKUTAN ～ 2018」
11/11（日）13：00FC 先行入場・
開場：13：30 開始：15：00

開場：東京・両国国技館大会チケットのお問い合わせは
公式ホームページにて
お願いします。
http://www.bjw.co.jp/
チケットプレゼント

上記大会のチケットを
抽選でペア1組（2名様）
プレゼント！

今後の大会日程一覧
6月20日（水）
、7月24日（火）
、8月12日（日）

9月24日（月）
、10月25日（木）
、11月27日（火）
、12月30（日）

近日発売予定
ありTVBOOK

「仕事で大事にしていること」

第1巻

仕事で大事にしていること

ありTVBOOK

ありTVBOOK

セミナー講師

仕事で大事にしていること

目の 前 で 対 峙 している 方 に
対 して なめた 態 度 で で ない
という、一つのバロメーター
として、自分がちゃんと緊張
できているかどうかというと
ころを大切にしています。

Ｗｅｂコンテンツ会社経営

ありがとう！ TV

仕事で大事にしていること

１００％の内 容 でクライア
ントに向き合うのは当然な
のですが、プラス１％の感動
とサプライ ズを 与えること
を意識しています。

経営者対談の中で語られた珠玉の言葉を紡ぎ
だし一冊の本に纏めました。
第一巻は「仕事で大事にしていること」
。様々
な経験の中から生み出された言葉の数々を是
非紐解いてください。

あ き ら めない。や る 前 か ら
できない理由 を 自 分 で見つ
けないようにする。とりあえ
ずタッチしてみる。

していること

中小企業診断士

大事に

ありTVBOOK

ビビりながらも「やってみま
す」と、言ってみること。

仕事で 1

発信プロデューサー

※仕様・デザインは変更になる場合があります。

ありTVBOOK

ありTVBOOK

仕事で大事にしていること

http://www.spring-field.co.jp/tv/
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公開セミナーのご案内

告知板

「オトナの今さら中学校！」第 2 限
～アイスホッケーから学ぶ
常勝マネジメント～

イベント告知

フィスタ・メヒカーナ2018
●日時：2018 年 9 月 22 日（土）～ 24 日（月祝）
●場所：お台場ウエストプロムナード
https://www.fiestamexicana-tokyo.com/
毎年、お台場で開催されているメキ
シコフェス。今年は、上記日程で開
催が決定！この 3 日間、自由の女神
像の前でリングを組んでプロレスの
試 合 を 行 います。ありがとう！ TV
「プロレス大好き大集合！」でも過去
にご出演いただきました選手に出場
していただき、数試合組む予定です。
そして、なかなかの登れないリング

株式会社プロコーチジャパン代表
ゲスト
平昌五輪女子アイスホッケー
スピーカー
メンタルコーチ 山家 正尚 氏

の上で選手、お客さんと一緒にゲームをしますよ～。
無料で観戦・参加できますので、お待ちしています！

●日時：7 月 25 日
（水）18：45 ～ 20：45
●場所：アーツ千代田 3331（http://www.3331.jp/）
※廃校を利用したレンタルスペースを利用します。まさに中学校！
！

●参加費：3,500 円 ※給食（軽食）出ます
●チケットのお問い合わせ：

imachu@spring-field.co.jp（担当：春野）

「オトナの今さら中学校！」第１限報告
スポーツから学ぶ人財育成
～限界を超えられる”人”を育てる～ 人をやる気にさせる魔法の言葉とは…
ゲストスピーカー：金子ボクシングジム会長

金子 健太郎

さん

●日 時：2018 年3月9日（金）18：30 ～ 21：00
●場 所：Sports Cafe & Bar SPALTI（表参道）
スタートは、ホームルーム。出欠、クラスメイトの相互自己
紹介。初回は、入学試験を実施しました。各テーブルに用意し

ねが結果として近道のようです。
まとめは、質疑応答を行い、参
加者の皆さんから感想をお聞きして授業は終わりました。

た画用紙とクレヨンを使って問題の回答。
そして、授業開始。金子校長のMCでお話をいただきました。
世界・東洋太平洋・日本チャンピオンと数々のタイトルを奪

参加者は、金子会長からの魔法の言葉をお土産
に解散しました。

取してきた金子ボクシングジム。時に、選手が試合に負けると
モチベーションの低下を招きます。それを責めることなく、練習
を積み重ね自信を蘇えさせる魔法の言葉を投げかけながら選
手として蘇生させていきます。
チャンピオンへの近道は、基本の反復、強みをひたすら伸
ばすこと、強みを伸ばすことにより、結果弱みを克服できる
とのこと。一見、遠回りのようではありますが、地道な積み重

第 2 限は、7 月 25 日（水）開催！ みなさんの出席、お待ちしています。
14

ありがとう！ TV

http://www.spring-field.co.jp/tv/

トクトク情報

ビストロ29
熟成豚料理とワインの店
Tel & Fax 03−3526−2266
〒 101−0063
千代田区神田淡路町 2-23 アクセス御
茶ノ水ビル 1 Ｆ

Facebook Bistro29 search

（株）ココドール
電動車いす、
電動カートレンタルに
特化した専門会社
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・特定介護予防福祉用具販売

（合）Dipps
〒 113-0034 文京区湯島 3-10-9 沢井ビル 3 Ｆ
Tel 03−5817−8530 Fax 03−6862−6862
問い合わせ：kata@dipps.jp まで

技術印刷

（株）日精ピーアール
印刷ワンストップサービス

スズキタウンカート

アートブック・ジグレー版画
和紙ファイル

問い合わせは：

0800-800-9906 か

電子書籍＆電子ライブラリー
の構築は、お任せください

ホンダ monpal

メールで support@cocoro-odoru.jp
〒 343-0011 埼玉県越谷市増林二丁目 373 番地 1

問い合わせ：0120−758−779
〒101-0032 東京都千代田区岩本町
1-10-5 TMM ビル 7 階

広告掲載のお申込み、お問い合わせは → info@spring-field.co.jp
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“ありがとう”の気持ちとともに
商品をお届けします。
http://springfield.buyshop.jp/

プロレス大好き大集合！ オリジナルTシャツ

（恩返し）Ver.4

ありがとう！ TV、
「プロレス大好
き大集合！」の T シャツ第４弾で
す。在庫が限られていますので
お早めにお買い求めください。

表

裏

サイズ：M/L/XL
（サイズを明記）メールでご応募下さい。

￥3,000（税込み）

背中の文字

「ありがとう！ TV」ガイド 定期購読のお申し込み、ご意見・ご感想のご連絡は下記まで
学習メディア カンパニー

学習メディア カンパニー

http://www.spring-field.co.jp/

株式会社スプリングフィールド
〒101-0048

弊社ホームページの「問い合わせフォーム」まで

東京都千代田区神田司町 2−15−1−401

ありがとう！TVガイド 第 10号 年３回発行／２・６・10月 発行人：春野真徳

編集人：スプリングフィールド編集部

