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コンセプト
Scienc-ome XR Innovation Hubは、革新的技術の開発に

取り組む若手研究者と、新しいモダリティの開発と産業

化を目指す企業を繋ぐ、”Innovation”のハブとなる場で

す。2050年の未来社会の実現に向けて、国内外の研究者、

企業、自治体等のステークホルダーが集い、自然科学、

社会科学、人文科学などの分野横断・融合、破壊的研究

プロジェクトの構築、破壊的研究に対する事業性、研究

応用への展開を推進します。多様な価値観を包含しイノ

ベーションが一つでも多く創出されることを切に願い、

持続的に科学技術の発展の一助となります。

Science Without Borders



３年平均。米調査会社クラリベイト・アナリティクスのデータを基に
文科省科学技術・学術政策研究所が集計（2020年8月7日日経新聞）

私たち研究者は、日本の研究力の低下に強い危機感を抱いています。社会に役立つ科学、社会のための科学の

発展への期待が高まっている裏で、論文数の順位の低下、科学技術予算の減少、科学技術研究に従事する研究

者や学生の数の減少など、日本の科学技術研究は厳しい状況に置かれています。

「いずれ日本からノーベル賞は出なくなる」

文部科学省 科学技術・学術政策研究所「(A)科学技術予算総額
(OECD購買力平価換算)の推移2020」

❖ 主要国政府の科学技術予算の推移❖ 主要国の研究論文数



起業家、投資機関、事業会社、行政、大学、またメディアなど様々なステークホルダーが、信頼と持続的関係

に基づくエコシステムによって、社会課題解決に向けたオープンイノベーションが生まれる

「異なるステークホルダーの対話による
オープンイノベーション」



The 2nd Scienc-ome XR Innovation Hub

クロスリアリティ (XR) 技術の活用によって

現実と仮想現実をつなぎ、国と分野と世代の

垣根をこえた唯一無二のシーズを発掘する

破壊的研究に対する事業性、研究応用への展開を

国内外の個人投資家、企業、行政等のステークホ

ルダーと連携し推進する

国外のコミュニティを含めて、学生、家族、学校

や行政等と連携し、次世代研究者教育につなげる

唯一無二のシーズの発掘 オープンイノベーション 次世代リーダー育成

ハッカソン＆サイエンスフォーラム VR空間と現実世界で同時開催
2021年 5/15 (土)、16(日)

https://www.scienc-ome.com/sxr



北原秀治 Shuji Kitahara

東京女子医科大学先端生命医科学研究所准教授
日本歯科大学、東京女子医科大学、ハーバード大
学/マサチューセッツ総合病院を経て現職。専門は
解剖学、腫瘍病理学、公共政策学、先進医療学。
日本政策学校、ハーバード松下村塾で政治を学び、
「政治と科学の融合」を目指して活動中。海外日
本人研究者ネットワーク（UJA）理事。朝日新聞
「論座」レギュラー論者。早稲田大学政治経済学
術院博士課程在学中。

早野元詞 Motoshi Hayano

慶應義塾大学医学部特任講師
老化、エピジェネティクスが専門。DNA複製研究
に従事し、2011年に東京大学大学院新領域創成科
学研究科博士課程（生命科学）にて学位を取得。
米ハーバード大学医科大学院のデビット・A・シ
ンクレアのラボに留学後、2017年に現職。ANRI

株式会社、株式会社慶應イノベーション・イニシ
アティブなどのベンチャーキャピタルでシーズソ
ーシング業務に携わっている。

足立剛也 Takeya Adachi

医師/皮膚科専門医/アレルギー専門医/難病指定医
京都府立医科大学大学院医療レギュラトリーサイ
エンス学教室特任講師
国家公務員共済組合連合会立川病院皮膚科医長
国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プロ
グラム(HFSP) 推進機構 Visiting Scientist

一般社団法人/米国NPO法人海外日本人研究者ネッ
トワーク (UJA) 代表理事兼会長

佐田亜衣子 Aiko Sada

熊本大学国際先端医学研究機構特任准教授
筑波大学生存ダイナミクス研究センター客員准教授
ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラ
ム (HFSP) 国内連絡委員会分科会Sipha 副委員長
NPO法人ケイロン・イニシアチブワーキンググルー
プメンバー
熊本大学医学教育部教育委員

Board of Directors



The 2nd Scienc-ome XR Innovation Hub

様々な専門性を持つ多くの若手研究者が、所属する機関の枠

を超えてアイデアを交換する The 2nd Scienc-ome XR 

Innovation Hub。現実と仮想現実空間をつなぐクロスリアリ

ティ(XR)システムを用いて、多様な研究者や高校生にて研究

チームを形成し、「ハッカソン」と呼ばれる短期間で密に議

論して進める方式で開催。

2021年 5/15 (土)、16(日) 9:00am〜
ハッカソン＆サイエンスフォーラム
VR空間と現実世界で同時開催

・ビヨンドフェムテック
・鬼舞辻無惨を生み出すor倒す
・アレルギー撲滅
・カーボンニュートラル
・教育DX

・20年後と100年後の食
・人間と機械の融合
・ドラえもんの秘密道具
・〇〇創薬
・未来のスポーツを作る
・デジタルヘルスケア
・XRハッカソンをハッカソン！
・グローバルヘルス
・パンデミックに強い社会
・Universal Basic Incomeの実現
・がんを過去の病に

テーマ

Day1 5/15 (土) 9:00~12:00

ハッカソンテーマごとに異分野の研究者と高校生のチームに分か

れてディスカッションを行う

Day2 5/16(日) 8:00〜12:30

実際にそのチームで研究立案を行い、目的、方法、期待される結

果などアブストラクトを作成。5分間のプレゼンによる発表を行う

SXRでは、各テーマのチームとプロジェクトを構築
し、abstractデザイン、１〜２週間でプロジェクト

の提案書の作成とフォローアップを行い、具体的な
共同研究やイノベーションへと繋げます



The 2nd Scienc-ome XR Innovation Hub

5/15(土) Day1（午前の部）

9:00〜9:10

9:10〜9:30

9:30〜9:55

9:55〜10:10

10:10〜11:10

11:10〜12:40

12:40〜13:10

オープニング 早野元詞氏（慶應義塾大学、ASG-Keio）

ハッカソンへの誘い、XRCCの紹介

【基調講演】新しい価値を創造できるチーム作り

休憩

ハッカソンday1・ステージ1 ポスター発表

研究テーマの具体化・サブチーム形成のための相互理解

ハッカソンday1・ステージ2 サブチーム形成

20年後に実現する提案を行うサブチームと100年後に実現する

提案を行うサブチームの構築

休憩

13:10〜13:15

13:15〜13:25

13:25〜14:00

14:00〜14:20

14:20〜14:30

14:30〜15:05

15:05〜15:25

15:25〜16:00

16:00〜16:30

サイエンスフォーラム 北原秀治氏（東京女子医科大学）

来賓挨拶

【講演①】究極の生細胞内イメージング

【講演②】中高生市場の可能性と今後の「教育・育成」の在り方

―総合型選抜入試の拡大と求められる能力―

小嶋彗史氏（株式会社Unpacked代表取締役会長）

休憩

【講演③】科学とアートと教育の融合で、海洋環境の現状を伝える

パトゥイエ由美子氏（Tara Océan（タラ オセアン）財団 事務局）

アゴスティーニ・シルバン氏（筑波大学下田臨海実験センター）

【講演④】だから脳はやめられない

河崎洋志氏（金沢大学医学系教授）

【講演⑤】問いを問う

宮野公樹氏（京都大学学際融合教育研究推進センター准教授）

クロージング

5/15(土) Day1（午後の部）

村瀬俊朗氏（早稲田大学商学部准教授）

2011年、University of Central Floridaで博士号取得（産業組
織心理学）。Northwestern UniversityおよびGeorgia 

Institute of Technologyで博士研究員（ポスドク）をつとめ
た後、シカゴのRoosevelt Universityで教鞭を執る。2017年
9月から現職。専門はリーダーシップとチームワーク研究。

中野明彦氏（理化学研究所・光量子工学研究センター副センター長）

東京大学大学院理学系研究科教授、理化学研究所光量子工学研究領域チ
ームリーダー。ライブイメージングなどの多角的な手法を用いて細胞の
膜交通のメカニズムを探究する。その研究を評価され、2000年の井上
学術賞、2012年の文部科学大臣表彰・科学技術賞など数々の賞を受賞

している。国立予防衛生研究所（現国立感染症研究所）、カリフォルニ
ア大学バークレー校留学などを経て現職。



The 2nd Scienc-ome XR Innovation Hub

8:00〜9:40

9:40〜10:20

10:20〜10:30

10:30〜12:30

12:30〜13:00

13:00〜14:00

ハッカソンday2・ステージ3 ディスカッション

提案の具体化

ハッカソンday2・ステージ4 まとめ and プレゼン準備

アイディアのまとめ and pptのプレゼンテーション準備

休憩

ハッカソンday2 プレゼンテーション

10分x12チーム

投票結果表彰

Philosophy賞

Innovation賞

SXRハッカソン大賞

アブストラクトアワード

クロージング

足立剛也氏（医師/皮膚科専門医/アレルギー専門医）

佐田亜衣子氏（熊本大学国際先端医学研究機構）

懇親会

5/16(日) Day2 プログラム



SXR Members 

迫田さやか
Sayaka Sakoda

独立行政法人日本学術振興会京都大学 PD

日仏財団社会科学高等研究院 Associate Researcher

研究分野：人文・社会 / ジェンダー / 

離婚の経済学愛と別れの論理 (講談社現代新書) 

研究内容

自発的な選択者に対する、因果性を排除した包括的
な社会保障政策に向けての実証分析（2019年度～
2021年度）

新たな価値を創造する文化遺産活用の国際共同研究
ユーザー関与度深化、地域作りの視点（2019年度～
2021年度 JSPS研究助成事業）

浜崎伸彦
Hamazaki Nobuhiko

熊本大学, 生命資源研究・支援センター, 客員准教授
九州大学医学研究院ヒトゲノム幹細胞医学分野
博士研究員 /日本学術振興会特別研究員 PD

研究内容

掲載誌：Neuron

論文名： Pioneer Factor NeuroD1 Rearranges Transcriptional and 

Epigenetic Profiles to Execute Microglia-Neuron Conversion

DOI : 10.1016/j.neuron.2018.12.010

掲載誌： Nature

Pick up



SXR Members（大学教員）
笘野哲史

東京大学大気海洋研究所資源生態分野/日本学術振興会特別

研究員PD
研究員 海洋生物、イカ、遺伝的多様性、水産増殖

赤木紀之 福岡工業大学工学部 生命環境化学科 教授 幹細胞生物学

佐田亜衣子 熊本大学国際先端医学研究機構 特任准教授 皮膚再生、老化、幹細胞

嶋本 顕 山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部 教授 再生医療，幹細胞生物学，細胞評価，機械学習

河崎洋志 金沢大学 医学系 教授 脳神経医学

高田望

Center for Vascular and Developmental Biology,

Feinberg Cardiovascular and Renal Research Institute 

(FCVRRI),

Northwestern University Feinberg School of Medicine

Postdoctoral Fellow 神経発生生物学 Stem Cell Organoid Engineering

今城哉裕 東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 ポストドクター メカノトランスダクション，超音波，自動培養装置

渡邉 徳島大学バイオイノベーション研究所／（株）グリラス 助教／代表取締役CEO 食用コオロギ、循環型タンパク質生産、応用昆虫学、遺伝子工学

小嶋良輔 東京大学 大学院医学系研究科 助教 合成生物学、ケミカルバイオロジー、蛍光プローブ、機能性細胞、がん

山下歩 Boston University School of Medicine 研究員 認知神経科学

富所拓哉 慶應義塾大学大学院理工学研究科 大学院生、助教 燃焼工学、数値計算

井上（稲葉） 理美 Imperial College London, Department of Life Sciences Postdoc 生物物理学、構造生物学

細将貴 早稲田大学 教育学部 准教授 進化生物学

吉田真明 島根大学生物資源科学部 准教授 進化生物学、バイオインフォマティクス、海洋生物学

福田枝里子
産業技術総合研究所・生命工学領域・細胞分子工学研究部

門
研究員 Protein Array, Proteomics, Autoantibody

蟹江 秀星 産業技術総合研究所 生物プロセス研究部門 研究員 天然物化学



SXR Members（大学教員）
山岸 彩奈 産業技術総合研究所 細胞分子工学研究部門 研究員 細胞生物学 がん 中間径フィラメント 原子間力顕微鏡

竹渓ゆかこ Schepens eye research institute Research fellow 眼科、免疫

Davin H. E. Setiamarga 和歌山工業高等専門学校生物応用化学科 准教授

進化生物学、分子古生物学、環境生物学、生物多様性、環境保全、環境モニタリ

ング、分子系統、分子進化、遺伝的多様性、系統地理、生物地理、ゲノム、トラ

ンスクリプトーム、プロテオーム

鈴木杏奈 東北大学流体科学研究所 助教 地熱エネルギー、移動現象、地域活性化、社会との対話

谷 真紀 大阪大学 経営企画オフィス URA部門 特任准教授 神経科学 生物物理学

川又 理樹 九州大学 生体防御医学研究所 器官発生再生学分野 助教 遺伝子治療、再生医療、ゲノム編集

山本孟 東北大学多元物質科学研究所 助教 物性物理学、高圧物理学、量子ビーム科学

竹尾 透 熊本大学生命資源研究・支援センター 教授 生殖工学、薬学、実験動物学

植田暁子 産業技術総合研究所 主任研究員 デバイス物理学

辻川 元一 大阪大学大学院医学系研究科 教授 発生

本間耕平 慶應義塾大学医学部 特任助教 網膜、iPS細胞、バイオイメージング

宮田潔志 九州大学大学院理学研究院化学部門 助教 分子科学、光化学

廣中謙一 東京大学大学院理学系研究科 特任助教 理論生物学

仁科 隆史 東邦大学医学部 助教 がん、免疫、炎症、組織修復

浜崎伸彦 Genome Science, University of Washington
HHMI research 

specialist
細胞運命制御

駒谷剛志 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科 客員教授 イノベーション 知的財産

河野龍義 インディアナ大学医学部
リサーチアシスタント

プロフェッサー
細胞生物学 糖尿病学 栄養学



SXR Members（大学教員）
山田かおり

University of Illinois, College of Medicine,

Department of Pharmacology & Regenerative Medicine
Assistant Professor 血管新生

迫田さやか 京都大学文学研究科 学振特別研究員 所得分配論、医療経済学

岩本真裕子 同志社大学文化情報学部 准教授 現象数理学、数理モデル

宮本義孝 国立成育医療研究センター再生医療センター 研究員 再生医療、細胞医療

土肥栄祐 Niigata University Brain Research Institute 助教 脳と全身のクロストークに関する研究、診断学

前田龍成 熊本大学 大学院 生殖工学

Research Associate

電子顕微鏡、精密構造解析、ドラッグデリバリー、ソフトマター、液中その場観

察



SXR Members（企業）
黒田垂歩 レオファーマ(株) LEO Science & Tech Hub シニアディレクター 皮膚、炎症、がん、ゲノム、科学技術の社会実装

池田 誠一
Clinical Operations, US/EU drug development, 

ONO Pharma USA
会社員 新薬の臨床試験のマネジメント

能美宏 Miltenyi Biotec Inc. NGS 会社員 音響・電波・信号処理、機械制御

松本梓 KZM & company 会社員 ビジネス、経済

尾澤 侑治 大鵬薬品工業株式会社 会社員 分析化学、XR

廣瀬健太朗 Eurofins 会社員 生命科学

齋藤惠彦 ＮＰＯ法人商縁プラザ マッチング事業

加々美綾乃
文部科学省研究開発局研究開発戦略官(核融合・原

子力国際協力担当)付
公務員 分子生物学・遺伝学、細胞分裂、教育・文化・エネルギー

林 一広 Xeno-Interface株式会社 代表取締役 ケミカルバイオロジー、創薬化学

大賀拓史 PHCホールディングス株式会社 事業開発部 会社員 ライフサイエンス、生化学、微生物学

大西里奈
The Aerospace Corporation, Vehicle Design and 

Innovation Department
会社員 Spacecraft Systems Engineering



SXR Members（大学生）
橋本優衣 国際医療福祉大学 学部生 看護、公衆衛生、医療人類学

奈良香織

Northwestern University, Feinberg School of 

Medicine 大学院生 腸幹細胞、再生

小澤一毅 筑波大学生命環境学群生物資源学類 2年 大学 学部生 線虫(c.elegans) 学習

早崎沙彩 東京農工大学 応用科学専攻 博士特別研究生 熱ショックタンパク質

石原亜香 MD 免疫療法、再生医療、老年医学

浜辺俊秀 金沢大学・脳神経医学講座 大学院生 発生学、脳神経

宮原文隆 放送大学大学院 大学院生 文化人類学

金穂香 京都大学大学院理学研究科 大学院生（D3） 生体関連物理化学、光化学

岡本 裕太 早稲田大学 先進理工学研究科 大学院生 培養肉、微細藻類、細胞生物学

増田奈保子 大阪大学医学部医学科 学部生 医学（特に救急医療）

國富太郎 大学生 医学

小薮由依 国際医療福祉大学医学部医学科2年 学部生 医学

長谷川愛珠 理学部 大学生

青木陸 大学生 コーヒーの持続可能な生産について



SXR Members（大学生）
磯田珠奈子 京都大学理学研究科 大学院生 植物

三上遥 金沢医科大学

学部生(医学部医学

科)

合屋智尋 京都大学 大学生 医学

平山優花 専修大学人間科学部心理学科2年 学部生 臨床心理学、人類学、倫理学、公共哲学

森田えりか 慶應義塾大学医学部 学部生

大久保孝慶 東京大学理科三類2年 大学学部生

戸田彩音 大学生 分子細胞生物

前田龍成 熊本大学 大学院 生殖工学



SXR Members（高校生）
高槻高校 高校2年 剣道、野球

熊本県立宇土高校 高校生 物理、数学、幾何光学、群論

熊本県立熊本高等学校 高校生

渋谷教育学園渋谷高等学校 高校生 blast school一期生 株式会社ヘラルボニーインターン生

三田国際学園高等学校 高校生

中高生向けキッザニア(仮)創り隊代表、ビジネスオンラインサロンMATCH 代表、株式会社ATTEME

インターン、

Infinity Ventures Summit 2021 SPRING staff、学生団体SHIRUBE 十九期リーダーズ、WEIN 

STUDENTS SUMMIT 高校生部隊リーダー、Tachnocation Girls参加、などなど

都立国際高校 高校生
学生団体Nexus代表 一般社団法人CUE TOKYO所属 一般社団法人FTSN関東所属 日本若者協議

会パネリスト

桐光学園高等学校 高校生

第7回全国高校生未来会議 特別賞受賞、学生団体Aspiration 運営、学生団体Lit Language 代表、

U18キャリアサミット 参加・公式アンバサダー、

株式会社Venturas 海外長期インターンシップ・日本語講師、株式会社 Kinder My Little Sunshine 海

外長期インターンシップ・日本語教材開発事業・日本語講師、

TOMODACHI Keio SFC Entrepreneurship Seminar 参加中

ぐんま国際アカデミー中高等部 中学生 U18イベント参加

慶應義塾湘南藤沢中高等部 高校生

東京都任命 6期おもてなし親善大使、 情報オリンピック二次予選敢闘賞、 KEIO WIZARD ア

ドバンストコース参加、 全国私学中学生テニス選手権 団体13位

（なんかとりあえず、書けることを書いておきました....。）



SXR Members（高校生）

学習院女子高等科 高校生

全国高校私学大会ベスト16(団体)

東京都私学大会シングルスベスト4

田村次郎さんによるスーパーリーガルプログラム〜法学入門〜に参加

栄東高等学校 高校生

・早稲田塾主催未来発見プログラムグローバルツーリズム最終プレゼンテーション 優秀賞

（令和2年11月21日）

・慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス主催未来発見プログラム 飯盛賞（令和2年度11月23日）

・留学エール主催 BLAST !SCHOOL2期生（令和2年度9月から2月まで）

学習院高等科 高校生

成蹊高等学校 高校生

U18 career summit 参加

学生団体Plats 代表

学生団体Novel Plats 代表

都立石神井高校 高校生 会社役員

北嶺高等学校 高校生 Amazon Future Engineer assembly登壇、北嶺プログラミング研究会代表

ぐんま国際アカデミー 高校生

N高等学校 高校生

横須賀学院 高校生

学生団体changemakers 代表

Hayama international school インターン修了書

SSS主催ビジネスプランコンテスト準優勝

Etc



SXR Members（高校生）

N高等学校 高校生

現在

株式会社Unpacked取締役副社長

株式会社レイテスト代表取締役社長

過去

ヤフー事業アドバイザー

広尾学園高等学校 高校生
株式会社Unpacked キャリアサミット事業部

学生団体Lumiture 運営

学生団体BANE 運営

小松大谷高校 高校生 changeの参加、WEIN映像部隊運営、RE@CH film festival審査員賞

成蹊高等学校 高校生
学生団体Lumiture代表

成蹊学園サステイナビリティ大賞所長賞受賞

U18CareerSummitコアメンバー



予算収支案

項目 適用 予算額（円）

収入

学会参加費 参加費無料予定 0

主催団体負担金

一般社団法人 慶應反分野的サイエ

ンス会（ASG-Keio） ・一般社団法

人海外日本人研究者ネットワーク

（UJA) 

500,000

企業展示 1,500,000

広告掲載料 1,500,000

寄付金等 2,200,000

合計 5,700,000

項目 適用 予算額（円）

支出

会場関係費 VRを含めたオンライン会場構築 3,500,000

大会運営関係費
当日ディレクター、アルバイト、機材
（機材チェッ ク、テスト日含め）

1,000,000

制作物関係費 ホームページ、参加登録システム 200,000

講師招聘費 Keynote Lecture等 200,000

旅費・交通費 原則としてWEB開催のため支払いなし 0

事務局費 参加者登録対応業務など（2ヶ月） 300,000

懇親会費 原則としてWEB開催のため支払いなし 0

予備費 500,000 

合計 5,700,000



企業協賛募集要項

1. 企業セッションの開催

2. 企業研究員のハッカソンイベントへの参加

3. ハッカソンのテーマ設定

4. 全てのハッカソンチームの閲覧コード

5. ハッカソンチームとのミーティング

6. プログラム抄録への広告掲載

7. WEBサイトトップページへのロゴ掲載

The 2nd Scienc-ome XR Innovation Hub

協賛企業を募集しています



私たちは、企業・政府・大学・投資機関・アントレ
プレナーなど様々なステークホルダーのハブとなり、
イノベーティブなシーズの発見と長期的な利益の機
会を発掘します

● 国内外トップクラスの研究者とのネットワーク

● 共同研究プロジェクトへの参加

● 企業のR&D事業、新規事業開発にご活用いただ

ける研究シーズの発掘と事業化をサポート

The 2nd Scienc-ome XR Innovation Hub
ハッカソン＆サイエンスフォーラム VR空間と現実世界で同時開催

2021年 5/15 (土)、16(日)

ご協賛・ご協力のお願い



開催パートナー

お問合せ先（大会事務局）

Scienc-ome XR Innovation Hub 運営委員

メールアドレス: info@japanxr-science-forum.org

電話番号：03-6456-4018

主催：一般社団法人慶應反分野的サイエンス会(ASG-Keio)   

一般社団法人/米国501(c)(3)NPO法人海外日本人研究者ネットワーク(UJA)

共催：(予定含む)

(ボストン) ロングウッドで朝食を〜Breakfast at Longwood〜

(シカゴ) ノースウェスタン大学日本人研究者の会 (NUJRA)

(ロサンゼルス) Southern California Japanese Scholars Forum (SCJSF)

(東京) 慶應義塾大学イノベーション推進本部、CIC Tokyo、

慶應義塾大学病院臨床研究推進センター

(京都) 京都府、京都府立医科大学

後援：(予定含む) 

在アメリカ合衆国日本国大使館、東京都、つくば市、科学技術振興機構 (JST)、

研究大学コンソーシアム (RUC)異分野融合タスクフォース、

国立研究開発法人産業技術総合研究所、公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構、

世界トップレベル拠点形成推進センター (WPI)、

京都大学学術研究支援室 (KURA)

協力：厚生労働省政策研究班免疫アレルギー疾患研究10か年戦略次世代タスクフォース

(ENGAGE-TF)、XPLANE

XR Partner：Microsoft Project Users Forum (MPUF)、株式会社メディプロデュース

SDGs Partner：NPO法人ケイロン・イニシアチブ

HP:https://www.scienc-ome.com/sxr

お問合せ先


