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■ 著作権について  
「みんなが感動したあのお店のサービス事例集 11 選＜女性客編＞」(以下、本冊子と表記) 、
著作権法で保護されている著作物です。本冊子の著作権は、発行者にあります。 本冊子の

使用に関しましては、以下の点にご注意下さい。 
 
■ 許諾契約書  
本契約は、本冊子を入手した使用者とアクアベリーズ(以下弊社)との間で合意した契約です。

本冊子を甲が入手して開封することにより、使用者はこの契約に同意したことになります。 
 
第1条：本契約の目的 
弊社が著作権を有する本冊子に含まれる知的情報を、本契約に基づき、使用者が非独占的に

使用する権利を承諾するものです。 
 
第2条：禁止事項 
本冊子に含まれる一切の情報は、著作権法によって保護されています。使用者は本冊子の一

部または全部を弊社に対して、書面による事前許可を得ずに、複製・コピー・転載・インタ

ーネット上での公開を含むいかなる手段であっても、二次使用を禁止します。特に当ファイ

ルを第三者に渡すことは厳しく禁じます。使用者は自らの事業、所属する会社および関連組

織においてのみ本冊子に含まれる情報を使用できるものとします。 
 
第3条：損害賠償 
使用者が本契約の第2条に違反し、弊社に損害が生じた場合、使用者は弊社に対し、違約金

が発生する場合がございますのでご注意下さい。 
 
第4条：契約の解除 
使用者が本契約に違反したと弊社が判断した場合には、弊社は使用許諾契約書を解除できる

ものとします。 
 
第5条：責任の範囲 
本冊子の情報の使用の一切の責任は使用者にあり、この情報を使用して損害が生じたとして

も一切の責任を負いません。 
 

アクアベリーズ 奥 泰之 
＜オク ヒロユキ＞ 
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はじめに 
 
初めまして、感情×理論系クリエイターの奥と申します。 
この度は、「みんなが感動したあのお店のサービス事例集 11 選＜女性客編＞」

をダウンロードしていただき、誠にありがとうございます。 
 
さて、今までにあなたがお店に行ったときや、何かのサービスを利用したとき

に、感動したことってありませんか？ 
 
スタッフの丁寧な対応であったり、期待した以上のサービスを受けたり･･･。 
きっと少なくても一度や二度は経験したことがあるのではないでしょうか？ 
そういった場面に遭遇できると、やっぱり嬉しいものですよね。 
 
あなたの大切な人やお世話になっている人に対して、サプライズや感動を与え

たいと思う機会がこれからも訪れるときがくるかもしれません。 
そんなときのヒントに役立つために、いわゆる接客のプロが行っている感動サ

ービス事例をご紹介します。 
 
今回、20 代～50 代の女性のみなさんがお客さまとして受け、感動したサービス

の体験談を聞き取りました。 
女性のお客さまをもっと増やしたい、リピートを増やしたいと考えている方、

自分にとって大切な女性、家族や友人、彼女に喜んでもらえる何かをしてあげ

たいと考えている方にとって、参考にしていただきたいと思っていますので、

ぜひ読み進めてくださいね。 
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女性のお客さまが感動したお店のサービス事例 
 
まず、女性のお客さまがコスメショップを訪れたときに体験したお話をご紹介

します。 
 
『感動的なオーラとホスピタリティを感じた』（40 代女性・主婦） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
バッチフラワーエッセンスという、主に植物のエネルギーを日光で水に転写さ

せたエッセンスがあります。 
このエッセンスは自分でも気づいていない問題に気づかせ、ポジティブに自然

に変化を即していく効果があります。 
 
これを私は初めて選んだのですが、お店のスタッフの方がフラワーエッセンス

の選び方を教えてくれ、フラワーカードを選ばせてくれました。 
ずっとアロマや自然療法について学んでいて、その店員さんの静かで真っ直ぐ

で美しい癒しの魅力に、熱心に語りかける姿勢に、売る事や買い物を越えた関

係がその場に存在したことを感じました。 
 
高い物ではないけれど、学ぶ事に信念を持っている人の感動的なオーラとホス

ピタリティを感じるお店での出来事でした。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
プロとして向上心を忘れることなく、学び続ける姿がお客さまにも伝わること

ってスゴイことだと思います。 
場合によっては、自己満足として捉えられることもあると思いますし･･･。 
 
自分ことだけを考えるのではなく、きっと目の前の相手を良くしようといった

思いを持って、常日頃から接しているのでしょうね。 
それにしても、「人を感動させるオーラ」が出る人って･･･羨ましいものです！ 
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次に、宿泊したホテルの食堂を訪れたときに体験したお客さまの話を紹介しま

す。 
 
『あまりに素敵な気遣いに、とても有難い気持ちになった！』 
（40 代女性・在宅ワーカー） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
子供がまだ 2 歳半くらいだった頃に、親子三人で遊びに行ったホテルの食堂で

夕食を食べた時のことです。 
 
子供はお子様ランチを注文したのですが、まだ好き嫌いもあって食べられるメ

ニューが限られていました。 
そのため、添えられていたミニトマトは好きでしたが、薄皮があると苦手だっ

たので親がむいていると、食堂の人が「失礼します」と言ってお皿を持って行

かれました。 
 
ちょっと高級そうな食堂だったので、皮をむいたりして失礼だったのかと心配

していたら、先ほどの人がお皿をまた運んできてくれました。 
見ると先ほどのミニトマトの皮が綺麗に湯むきされていて、おまけに食べやす

い半分にカットされていました。 
 
あまりに素敵な気遣いに、とても有難い気持ちでいっぱいになり、感動したお

話です。 
今でも忘れられません。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
お客さまの振る舞いや様子を見逃さず、ホール全体を見ているからこそ、でき

ることですよね。 
困っていることに対応してくれると、やっぱり嬉しいものです。 
もしかしたら、人によってはお皿を持って行くときに、「カットしてきましょう

か？」と一言添えた方が良い場合もあるかもしれませんね。 
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これは、ある温泉旅館を訪れたときに体験したお客さまの話を紹介します。 
 
『声をかけてもらえた事にホッとしました』（40 代女性・会社員） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
今では当たり前のようになりましたが、当時初めてウェルカムドリンクを頂き

ました。 
しかも、選べる事が嬉しかったです。 
 
その日は寒くて、暖かいお手拭きが出てきたことも嬉しくなりました。 
主人が予約したのですが、主人も頼んでいない結婚記念日のお祝いとして、宿

の方からシャンパンを頂いたことを覚えています。 
 
宿自体が素敵でしたが、部屋に洗濯乾燥機がついていて驚きましたが、洗剤が

なかったので使えないか…と諦めていました。 
しかし、注意書きにサービスカウンターに行けば、もらえると書いてあったの

で、恐る恐るもらいに行くと笑顔で『どうぞ。分からないことがありましたら、

いつでも聞いてください』と言われました。 
設備が良かったのは勿論ですが、そのように声をかけてもらえた事にホッとし

ました。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
旅館でのウェルカムドリンクはとても嬉しいですよね！ 
店舗さんの場合だと、ホテルのようなウェルカムドリンクをいつもお客さまに

出すのは難しいかもしれません。 
暑い日には冷たいお茶やお水を、寒い日には温かいお茶を、それだけでもホッ

コリすると思います。 
 
それに、気軽に会話をしてお互いの距離を縮めることが、やっぱり信頼関係を

築きやすいです。 
そして、不安になったときに、声をかけてもらえると嬉しいですが、そもそも

不安にさせる状況を作らないことも大事です。 
 
あなたのサービスの中で、お客さまが不安に思う要素はないですか？ 
事前説明は十分に伝わるように行っていますか？ 
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次は、美容院を訪れたときに体験したお客さまの話を紹介します。 
 
『お店の雰囲気は人柄で作られます』（30 代女性・主婦） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
初めて来店した時から体の不自由な私に嫌な顔一つせず対応してくれました。 
今までにいろんな美容院に行っては戸惑われたり、面倒そうにされたり、居心

地の悪い思いをしてきました。 
でも、そこは徒歩数分ではありますが、店長さん自ら駅まで付き添ってくれた

り、店内ではスタッフさんも温かく迎えてくれたのです。 
 
それからというもの、手の空いたスタッフさんたちが快くお出迎えをしてくれ

るようになり、店長さんをはじめ、顔見知りのスタッフさんが行く度に話しか

けてくださるようになったのです。 
 
お店の雰囲気は人柄で作られます。 
人の温かさに触れ、心遣いに感謝の気持ちでいっぱいになりました。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
この方の言っている通り、お店の雰囲気は結局、人によって作られていること

が多々あります。 
商品・サービスの内容や品質が良いことはもちろんですが、リピートして下さ

る方は、お店のサービスを受けたとき、スタッフの対応で感情が動かされた人

が多いですよね。 
 
あなたのお店や商品、あなた自身は、周りからどのように見られていると思い

ますか？ 
その雰囲気を言葉で表現すると･･･？ 
擬音語擬態語、色、音、動物、文房具で例えると･･･色んな角度から考えてみる

と、今まで気付かなかったことが見えてきますよ。 
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みなさんはマクドナルドの接客について、どんな印象を持っていますか？ 
 
『他の店ではそういう風にしてもらえたことはなく、感動した』 
（40 代女性・主婦） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
地元のマクドナルドが自宅から徒歩で数分のところにあります。 
子供が小さくベビーカーで外出したときのことで、その日は雨が降っていまし

た。 
昼食に食べようとメニューを頼み、呼ばれるまで混んでいたこともあり、少々

待ちましたが･･･。 
 
帰るときに傘をさし、両手に荷物を持っていたので、片手でドアを開けてベビ

ーカーを押そうとしたら、中から店員さんが出てきてドアを開けてくれたので

す。 
とても嬉しかったし、助かりました。 
 
他の店ではそういう風にしてもらえたことはなく、感動しましたし、この店で

は今まで同じようなことがありました。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
本当にちょっとしたことでも、相手にとってはとても喜んでくれることがある、

そんなことが分かる体験ですよね。 
混んでいるときなら尚更ですが、周りの状況を把握していないとできないこと

です。 
 
もちろん色んな状況に対して、瞬時に対応することは難しいかもしれないです

が、様々なことが起こった場面を想定してシミュレーションしておくと良いで

すよ。（イメトレですね！） 
 
最後に、僕が「これはスバラシイ対応！」と思ったマクドナルドの接客動画を

載せておきます。 
お店によってというよりは、人によって接客の様子は大きく違いますよね^^; 
https://twitter.com/chigasaki1223/status/735046948336455680 
http://youtu.be/54pNZ5P2XXo 
  

https://twitter.com/chigasaki1223/status/735046948336455680
http://youtu.be/54pNZ5P2XXo
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目の前の人を感動させるのに、言葉はいらない。 
そのことがよく分かる体験談をご紹介します。 
 
『言葉はないけど、マスターのやさしさが伝わってきて涙があふれた』 
（40 代女性・自営業） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
時折行くカフェがあります。 
特にマスターと仲が良いわけでもなく、何も言わずにそっとしておいてくださ

る店なので落ち込んだときなどに行きます。 
珈琲を頼み、何もしたくなくて、ぼーっと外を眺めていました。 
多分、ため息の一つ二つ吐いていたのでしょう。 
 
マスターが珈琲を運んできてくれて、目があうとにっこり。 
小さな小皿にクッキーが！ 
しかも「おつかれさま」とのメッセージ付き。 
マスターは何も言わずにそっと立ち去りました。 
言葉はないけど、マスターのやさしさが伝わってきて涙があふれました。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
相手とのコミュニケーションは何も言葉を交わすだけが全てじゃないんです。 
目の前の人の空気を感じて、そっと優しさを伝える･･･ドラマのワンシーンのよ

うな心あたたまるお話ですね^^ 
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他のお店ではあまり見ることのない、誰でもできる接客の仕方をぜひ取り入れ

てみてください。 
それを体験した方のお話をご紹介します。 
 
『本当に幸せな時間を過ごせた』（30 代女性・専業主婦） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
前に、私が転職をして仕事が決まったお祝いとして、友人に連れていってもら

ったレストランがあります。 
以前からその友人にサービスの良さは聞いていましたが、これほどとは思って

いませんでした。 
 
携帯の地図を頼りに歩いていた私に、お店の近くで少し迷っていた私に声を掛

けて下さったのが最初のサービスでした。 
 
その後、店内に案内され席に着くと、自分の名前が刺繍されたナプキンが用意

されたのに感動したことを覚えています。 
そして、店長さん自ら名刺を持って挨拶に来てくれた事にも驚きました。 
基本、お客さま皆様に挨拶されているとのことでした。 
 
その様な素敵なサービスの中の食事はとても居心地が良かったです。 
最後のデザートの時にも転職祝いサプライズで、プレートにお祝いメッセージ

があったりと最後まで楽しく過ごす事ができ、本当に幸せな時間を過ごすこと

が出来ました。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
お客さま一人一人に名刺を渡して店長さんが挨拶してくれることって、あまり

見られませんよね？ 
でも、もらうと嬉しいものです^^ 
簡単なものでも手書きでも良いと思います！ 
 
ただし、個性やブランドを意識して作るのは大事ですよね。 
特定の人を思い浮かべてもらって嬉しいもの、自分がもらって嬉しいもの、ク

スッと笑えるものなど、視点を変えて考えてみても良いかと思います。 
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期待値を上回る、それこそが感動を呼び起こすもの。 
無料でも感動するものと悪い印象を与えるものがあります。 
無料でも感動を引き起こすヒントになる体験談をご紹介します。 
 
『無料でもそこまでしてもらえたことに驚き、感動した』（40 代女性・主婦） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
肉好きの主人の誕生日に予約して、とあるアメリカのステーキハウスチェーン

店を訪問しました。 
 
いつも通り注文して食事をし、食べ終わって一息ついたところで店内の照明が

暗くなり、それと同時に厨房から複数の店員さんがハッピーバースデーの歌を

歌いながら、デザートアイスを持って登場しました。 
 
たまに見かける光景なので、主人も他人事と思っていたそうですが、店員さん

たちはだんだんと私たちのテーブルに近づいてきて･･･そこでようやく自分の

誕生日祝いだと気付いたようです。 
 
他のお客さま方にもお祝いしてもらいながら、主人はデザートの蝋燭を吹き消

し、記念撮影してもらいました。 
 
誕生日だと言って予約したので、デザートケーキも店員さんのお祝いの歌も記

念撮影も無料、デザートは無料とはいえアメリカのお店だけあってかなりの大

きさで、2 人で分けても充分過ぎるぐらいの大きさでした。 
 
そして記念写真はフォトスタンドに入れてプレゼントされたのですが、そこに

はわざわざ店員さんたちからの手書きのお祝いメッセージが添えられてました。 
 
無料のお祝いプランでもそこまでしてもらえたことに驚きと感動し、主人にも

大変喜んでもらうことができました。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
前もって分かっている「無料でここまでできること」以上のサービス。 
おそらく、5 分程度でできるちょっとしたこと。 
凝ったイラストや魅力的なデザインが作れなくても･･･。 
ぬくもりが伝わることが大切ですよね！ 
  



 
12 
 

Copyright © Aquaberries All Rights Reserved. 

例え、知らない人であっても、ホスピタリティの心を忘れない。 
自然とそんなことができれば、ステキですよね。 
そんなホスピタリティを受けた方の体験談をご紹介します。 
 
『そのホスピタリティ溢れる対応は本当に嬉しかった』（20 代女性・会社員） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
商店街にある、とあるラーメン屋さんの話。 
その日、私は友達と運動をしにスポーツセンターに行ってきました。 
いい汗をかき、さぁ帰ろうと駅に向かう途中、運が悪く、私たちは通り雨にあ

たってしまいました。 
 
傘を忘れた私たちは屋根のある商店街で一休みすることにしましたが、数十分

待っても雨はいっこうに止む気配がありません。 
 
私たちはその商店街にあるラーメン屋さんの前でずっと立ち尽くしていたので

すが、流石にずっと雨宿りをするのもお店の営業妨害になってしまう、と悩ん

でいた矢先、お店から一人の店主が出てきました。 
 
私たちはいよいよここから去らなければいけないのか･･･と構えていましたが、

店主の口からは「今まで傘置いていったお客さん、いっぱいいるから使いな。

もらっていっていいから。」と 2 本の傘を差し出してくださったのです。 
 
もしかしたらお店の前に居られるのは迷惑だから、そう手を差し伸べてくれた

のかもしれない。 
しかし私たちにとって、そのホスピタリティ溢れる対応は本当に嬉しかったの

です。 
 
どんな迷惑な相手に対しても、思いやりのある行動ができてこそ、立派な接客

なのだなと改めて実感できた瞬間でした。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
見も知らない相手であっても、困っているところに気付いて気遣いができる、

そんな対応をしてもらえるときっと喜ぶでしょうね。 
 
今すぐにはお客さまにならないとしても、こういった出来事から、後々お客さ

まになることもあります。 
ただ、そうなればラッキーくらいのつもりで、当たり前のようにこんなことが

できるようになれば良いですね！  
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誰かに話したくなるくらい、感動した話。 
そんな体験がしたいし、できれば相手にも体験させてあげたい。 
そう思いませんか？ 
 
『本当にすごく良い方だったので、感動の嵐でした』 
（40 代女性・主婦（在宅ワーク・ピアノ講師）） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
これは、全日空の飛行機を利用したときのお話しです。 
 
今でもそのキャビンアテンダントとの方には本当に感謝の気持ちでいっぱいで

す。 
お名前を聞いておけば良かったと後悔していたので、ぜひ、ここで、お話しさ

せてください。 
 
東京から宇部空港へ帰るときの飛行機の中でのことです。 
息子が知的障害で、なかなかトイレに行かない子でして、いろいろと気にかけ

てくださりました。 
 
息子のことで、他の方から差別的な目線も感じましたが、そのキャビンアテン

ダントの方のやさしさ、気づかい、配慮、何かとお声をかけてくださり、本当

に、感謝の気持ちでいっぱいです。 
 
息子もおかげで、機内で、取り乱したりもなく、平穏に過ごせることができま

した。 
 
また、トイレの失敗もなく、シートを汚すこともありませんでした。 
本当に、すごく良い方だったので、感動の嵐でした。 
 
できることなら、全日空の会社にお電話したかったのですが、お名前がわから

なかったので、そのままになっています。 
それが、悔やまれて、ここで書かせていただきました。 
 
その方が、まだ現役であればいいなと、またいつか全日空の飛行機を利用した

いです。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
感謝を伝えたくても伝えられなかったこの方にとって、気持ちを述べる場が提

供できて少しでも役に立てていたなら嬉しい限りです。 
 
ここから、巡り巡ってキャビンアテンダントの方に伝われば、奇跡ですよね☆ 
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大将の粋なはからいに、集中してお寿司を握っていただけでなく、お客さまの

空気をしっかりと読んでいたことが分かり、とても驚きました。 
 
そのエピソードをご紹介します。 
 
 『彼氏との会話が少なく盛り上がらず･･･でも、大将のサプライズで･･･!?』 
（20 代女性・会社員） 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
彼氏と寿司屋に行き、カウンターに座りました。 
 
その日はお互い仕事帰りで疲れていたこともあり、久々に一緒に食事をしたに

も関わらず会話が少なくて盛り上がりに欠けていました。 
 
そんな中、イクラを注文したところ、小さいイクラが 2 貫出てきまして･･･。 
 
2 人で「えっ！？」となっていたところにさらに時間差で大きいイクラが 2 貫出

てくるというサプライズでした。 
 
おかげで雰囲気が良くなり、2 人で食事を楽しむことができました。 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
 
見てないようでしっかりと見ている、大将のお客さまへの意識。 
 
二段重ねのサプライズ！ 
場を和ます瞬時の演出は参考にしたいですね。 
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おわりに 
 
最後までお読みくださり、ありがとうございました。 
女性のみなさんが体験した感動サービスのお話をご紹介してきましたが、参考

にできるエピソードはありましたか？ 
 
もし、「こんな体験をして、とても感動した」というものがあれば、ぜひ教えて

くださいね。 
 
また、巻末に記載している媒体やメディアで 
 
・感情を動かすにはどうすれば良い？ 
・面白い企画やサプライズをしたいけど、アイデアをたくさん出すには？ 
・感覚と科学を活用したビジネスへの応用 
 
などなど、日々の情報発信をして、お伝えしています。 
 
きっとあなたに役立つコンテンツになっていると思いますので、こちらの方も

ぜひ覗いてみてください！ 
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著者プロフィール 
  
【感情✕理論系クリエイター】 
アクアベリーズ 代表 
奥 泰之＜オク ヒロユキ＞ 

 

これまで五感を中心に、 

●視覚（WEBデザイン、映像制作） 

●聴覚（ピアノやバンド、アカペラ活動の経験） 

●味覚（調理師免許） 

●嗅覚（臭気判定士、元スキンケア化粧品や消臭剤の研究者） 

●触覚・体験（小学生～大学生までは父親のスーパーマーケットで 

接客と調理の手伝い、リッツカールトンと遊園地にてアルバイトで 

おもてなし力を磨く、不定期で婚活イベントを主催） 

●アイデア力（五感の掛け合わせで多種多様な企画をこれまでに立案・実行） 

を養ってきました。 

 

＜実績＞ 

◆主にデザインを活用した WEBマーケティングによる店舗・企業の集客アップ 

◆放送作家 安達元一氏のアイデアコンテストにて優秀賞 

 

また、大学院では環境保全のため、二酸化炭素削減技術の研究を国立の研究機

関にて行い、洗剤・トイレタリーメーカー、化粧品メーカーで商品の研究開発

者として従事してきました。 

ずっと科学者として過ごしてきた中で、理論的に考えて物事を進めていく力、

特に調査力、分析力、俯瞰力を培うことができました。 

 

＜実績＞ 

◆学会発表、特許出願、学術系専門書の執筆 

◆得意分野はスキンケア・口臭や体臭ケア関連 

 

2013 年から本格的にクリエイターとして独立し、主に WEB デザイン、映像制

作、音楽監修、商品・イベント企画、プロデュース全般業務を行っています。 

 

最近は、主に女性が購入する商品開発に携わってきた経験を活かして、女性フ

ァンを作りたい人や女性のお客様を集客したい店舗や企業向けのブランディン

グ構築～集客を行う依頼が増え、サポートをさせていただいています。 

 

＜こんなことできます！事例＞ 

◆美容系商品の企画～開発～インターネット集客＆販売のサポート 
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また、感覚的思考と論理的思考を組み合わせ、感情と理論のそれぞれの利点を

活かした思考法「こころ×サイエンス」で、誰でもクリエイターになれる方法

も伝えています。 

 

『あなた自身やお店のブランド・魅力を高めて、大切な人、伝えたい人の心に

想いやサービスを届ける』 

併せて、この力が育つサポートをします。 

 

 
 
 
 

▶▶お問い合わせ・ご質問・SNS の友達申請等はお気軽に！◀◀ 
 
＜奥 泰之（オクヒロユキ） SNS＞ 

Facebook：https://www.facebook.com/hiroyuki.oku.1 
Instagram：https://www.instagram.com/hiroyuki.oku/ 
YouTube：https://www.youtube.com/user/mensinfinity 
Twitter：https://twitter.com/hydroxyapatite 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

Mail：info@aquaberries.jp 
個人メディア：【感情×理論系クリエイター オクヒロユキのメディア】 

http://oku-nara.com 
ビジネス HP：【アクアベリーズ】 

http://aquaberries.jp 

https://www.facebook.com/hiroyuki.oku.1
https://www.instagram.com/hiroyuki.oku/
https://www.youtube.com/user/mensinfinity
https://twitter.com/hydroxyapatite
http://oku-nara.com/
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