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●Cellsドライブ特集● 

Cellsドライブ × チャットワーク 

 攻略セミナー 開催レポート 

  ここが変わった  

   『台帳』V9.00.26 

   2017年を振り返って 



 

Cellsドライブ×チャットワーク攻略セミナー 

～ 開催レポート ～ 

9月の名古屋会場からスタートし、福岡→東京2Days→大阪2Daysと４大都市360名の方にご参加いただきま

した。自社セミナーは約1年半ぶりの開催でした。 

前号CellsNEWS Vol.6ではセミナー特集と題して、セミナーの企画意図や見どころをお伝えしました。 

そこで今号では、ギュギュッと凝縮したセミナー開催レポートをお届けします。 

プログラム 

第１部 Cellsドライブ大解剖＜インプット編＞  

第２部 チャットワークの絶大な効果～社労士事務所編～ 

第３部 Cellsドライブ大解剖＜アウトプット編＞ 

第４部 パネルディスカッション 

参加者アンケート 

参加者の大半の方に「満足」というご回答をいただきました。 

アンケートに書かれた内容を見ると、「付加価値の向上」「生産

性の向上」「顧問先に新たなサービスを提供できそう」 

「顧問契約の大きなメリットとして提案できる」「他の社労士に

差をつけることができそう」「今後の業務のヒントを掴めた」 

など、社労士事務所の経営・営業的視点の回答が目立ち、参加者

のベクトルがアウトプットに向いていることを感じました。 

みなさんのハート（お尻！？）に火をつけることはできました

でしょうか？(*’▽’*)  

みなさんからの貴重なご意見は今後のサービスに反映させていた

だきます。 （全会場合計） 



 

 開催レポート  

＜インプット編＞では主に「Cellsドライブでできること」をお伝えし
ました。このセミナーの目標はCellsドライブを攻略すること。 
そのためにはまずCellsドライブの設定を避けては通れません。 
今回のセミナーにあわせて改良したCellsドライブマニュアルにそって 
機能（ツール）の利用シーンとともにおさえておきたいCellsドライブ 
設定ポイントを説明。 
会場で「電子申請している人」に挙手を求めたらなんと大多数が電子申
請ユーザー！！ 
電子申請も普及したな～としみじみ感じつつ、そんなみなさんにぜひ 
利用していただきたい2017年新機能「公文書チェック」機能と「公文
書アップロード」機能をはりきってご紹介しました！ 
「Cellsドライブ＝マイナンバー管理」というイメージは払拭できまし
たか？ 

ChatWork株式会社マーケティング部ジェネラルプロデューサーの 
西澤将人氏をお招きし、弊社スタッフとのディスカッションを実施。
「チャットワークとは？」からはじまり、気になる士業とチャットワー
クの相性やセキュリティ面、メールとの比較などについて説明していた
だきました。 
ビジネス版の『LINE』といわれるチャットワークですが、銀行レベル
のセキュリティ水準を満たしています！！ 
「無料ではじめられる」のもうれしいところ。 
参加者アンケートでは、まだ導入していない参加者のうち約８割が 
「今後チャットワークを導入してみたい」という結果に。 
みなさんその後チャットワークの運用は順調でしょうか？ 

＜アウトプット編＞では顧問先への導入をメインに進めていきました。 
第2部で登場した「チャットワーク」はCellsドライブとの連携が可能な
ツールです。（これについては先のページでご紹介しますね。）弊社で
は社内のコミュニケーションツールとしてチャットワークを導入してい
ます。セルズ併設の社労士事務所では顧問先との連絡ツールとして社外
の方ともチャットワークを利用しています。新規の顧問先には必ず
チャットワークをおすすめし、既存の顧客にはメールやFAX・電話と
いった従来のツールからチャットワークへ徐々にシフトしています。
Cellsドライブとチャットワークをあわせて利用することで高まる生産
性。そこにフォーカスしました。 

Cellsドライブユーザーをパネリストにお招きしたディスカッションも
大好評でした！！ 

●顧問先へCellsドライブを導入する際の手法 

●スマートに導入するための工夫 

●Cellsドライブを使っている事務スタッフの反応 

●Cellsドライブの成功体験  など 
 

パネリストの先生のユーモアあふれるお話に会場は笑いの渦に！？ 
「Cellsドライブを利用するとクライアントに“しっかりした社労士事務
所”という印象や安心感を与えられる」というお話に背中を押された参加者
も多かったようです。 

第1部 Cellsドライブ大解剖＜インプット編＞ 

第２部 チャットワークの絶大な効果～社労士事務所編～ 

第３部 Cellsドライブ大解剖＜アウトプット編＞ 

第４部 パネルディスカッション 



 

セミナー参加者360人が選んだ 

今後利用したい機能 

電子申請 公文書アップロード

入退社等連絡（連絡管理） 

「入退社等連絡」をざっくり説明すると… 

入社・退社・扶養異動・住所姓変更・保険関係変更
のための連絡用フォーマットを事業所マイページ
に備えています。顧問先側はフォーマットにそっ
て必要な情報を入力して送信、社労士事務所側で
は顧問先に入力してもらったデータをそのまま
『台帳』の個人情報に適用できます。 

取得手続きが重なると『台帳』への個人情報
入力が思った以上に大変 

入社連絡時「扶養家族のフリガナがない」 
「基礎年金番号がない」「月額賃金はいくら？」
「週所定労働時間は何時間？」ؼ手続きに必要な
情報が足りないこともあり、とても非効率 

個人情報の『台帳』への登録、「本当にこ
れで大丈夫！？」 ミスがないかどうかを
確認しすぎて疲れてしまうこともؼ 

顧問先から送信されてきた手続き連絡は 
『台帳』の個人情報にボタンクリックで反映可能。
圧倒的な時短効果により、一度にたくさん連絡が来
ても大丈夫！ 

顧問先に必須項目を備えた定型フォーマットへ 
情報を入力してもらうため、必要な情報が 
一度に集まり、効率的！ 

ミスの原因となり得る転記作業。送信されてきた
データをそのまま取り込むことで「転記しない」
スタイルに。ミスの原因を断つ！ 

なぜ入退社等連絡が選ばれるのか

ユーザーの声
● 

● 

● 



 

「公文書アップロード」をざっくり説明すると… 

公文書を顧問先にメールや紙で渡す代わりに、Cellsドライブ経由で
事業所マイページ（クラウド）へアップロードします。 

送付案内作成・ラベル印刷・封入作業ؼ 
電子申請後に顧問先へ公文書を送る作業を
考えると憂うつ。。。 

公文書をメールで送信する場合、社会保険の 
場合は3')変換したり、公文書フォルダを圧
縮したりؼ「メール」といえども結構手間が
かかる 

印刷代や郵送代が馬鹿にならない 

印刷した公文書をファイリングするのは 
意外と大変。 
公文書もだんだん増える一方ؼ 

印刷代・郵送代は大幅にカット！ 

 
ボタンをクリックするだけで顧問先に 
送信完了！ 

ペーパーレスで管理の場所もとらない。 
面倒なファイリングも整理整頓も必要なし！ 

なぜ公文書アップロードが選ばれるのか

事業所マイページ 

ファイルの変換も圧縮も不要！システムが自動で
[VOファイルと[POファイルを結合し、KWPO形式に
変換するため、手動の煩わしさから解放！ 

ユーザーの声
● 

● 

● 

● 



 

カ
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公文書の『台帳』保管をおすすめする３つの理由 

１．探す手間がなくなる 

 

事業所マイページにアップロード 
されているファイルと同じファイルが
「Upload〇〇」フォルダに 
格納されています。 

電子申請「申請済リスト」の「フォルダの表示」をクリックすればそこから公文書フォルダを 
確認できる。申請したデータと公文書を紐づけして同じ場所で管理できるのが魅力。 

様
な
ん
か
じ
ゃ
な
い 

 セルズからの提案 公文書を『台帳』に保管しませんか？ 

申
請
し
た
デ
ー
タ 



 

２．バックアップが便利 

『台帳』の中に公文書データを保存するということは、『台帳』をバックアップすれば必然的に公文書

データもバックアップできて一石二鳥！ 

３．「公文書チェック」機能と「公文書アップロード」機能が利用できる 
ココがポイント 

Cellsドライブマニュアルを２つ追加しました 

「公文書チェック」機能と「公文書アップロード」機能を利用する条件は、公文書が『台帳』の 
所定の場所に保存されていること！ 
電子申請ユーザーには絶対利用していただきたい大好評の機能です。 

「入退社等連絡」や「公文書アップロード」に 

チャレンジしてみたい！！という方に朗報です☆ 

社会保険労務士法人セルズ 
青柳 佳子 

<RVKLNR�$R\DQDJL 

&HOOVドライブのマニュアルは主に機能ごとに分冊されているため、「マニュアルがいっぱい 

ありすぎてどれを見たらよいのかわからない」という方もいらっしゃることでしょう。 

そこで、今回のセミナーアンケートに基き、注目度の高い「入退社等連絡」と「公文書アップロード」

のnクイックマニュアル|を用意しました。クイックマニュアルでは、これまで分冊化していた初期設定 

部分と機能説明部分を�冊にまとめています。ぜひご利用ください。 پ他のマニュアルについても、今後メンテナンスを予定しています。 

『台帳』MENUバーの 

「Cellsドライブ」タブから

「マニュアルHPへ」を 

クリックします。 

◆ Cellsドライブ各種マニュアル簡単アクセス方法 ◆ 



 

��ファイルダウンロードフォーム

が開きます。 

「ファイル名(1��」に入ってい

るものを全て削除し、右クリック

から「貼り付け」を選択します。 

 

��「保存」をクリックします。 

要チェック★ここは絶対おさえておきたい！！ 

公文書取得時の『台帳』保存 

 

��パーソナライズの「公文書・

コメント通知一覧」から公文書

を取得します。 

「ファイル名(N):」 で右クリックすると 

「C:¥Cells¥台帳\DaProcess¥eGov¥申請データ\201709141400123456¥」 

のようなパスが自動的に貼り付きます。 

―― e-Gov パーソナライズ ―― 

公文書を『台帳』の上記所定の保存場所
へ適切に保存されていないと「公文書
チェック」や「公文書アップロード」は
利用できません。 

４．「ファイル名(1��」に入力 

された公文書フォルダ名が 

「公文書(����」（社会保険・ 

雇用保険の場合）であることを 

確認し、「保存」をクリック 

します。 
労働保険の場合は、公文書フォルダ名پ

が「控書類」です。 



 

利用しない理由が見当たらない！？  電子申請ユーザー必勝法「公文書チェック」 

【雇用保険】取得届（再取得）で被保険者番号
が不明の場合、被保険者番号を「9999-
999999-9」とし、備考に前職の会社名を入力
して申請する機会も少なくない。電子申請して
公文書を取得後、公文書に記載されている 
被保険者番号を『台帳』個人情報に登録するの
を失念しがち。喪失届のときに未登録が発覚 
するケースも。。。登録漏れをなくしたい。 

課 題 解 決 策  

【社会保険】取得届を申請後、発行された公文
書に記載されている健保NOや基礎年金番号が 
申請した内容（『台帳』の登録）と異なってい
た。行政側からコメントや連絡は特になく、 
目視以外にその事実を把握
する術を知らない。 
相違があった場合に、目視
以外に気づける方法はない
だろうか。 

申請を行った事業所名、 
対象者の名前を表示 

 公文書データの内容を表示ڂ
「現在のデータ（台帳）」と 
相違しているデータは赤色で 
表示される。 

 公文書データの氏名(雇保のڂ
場合はシメイ)・生年月日が一致
した対象者の『台帳』登録デー
タを表示  پ退職者は除く 

「取込」ボタンをクリックすると表示されている 
公文書データを『台帳』の個人情報に適用できます。 

Cellsドライブを数倍便利に使う方法 Cellsドライブ×チャットワーク 

顧問先からCellsドライブで入退社等連絡や給与
データなどのファイルが送信されてきても、
『台帳』を起動していると新着のおしらせが 
出ないため、受信したことにすぐ気づけない。 

● Cellsドライブをチャットワークと連携 
して受信通知が届くように設定した。 

● スマートフォンにチャットワークアプリ
をインストールした。 

課 題 解 決 策 

Cellsドライブを 

こうして 

活用 

「公文書チェック」でお悩み解決！！ 

マニュアルは 
こちら 



 

 

開発者に訊いてみた  これからどうなる！？Cellsドライブ 空想ｖｓ構想 

給与振込先・健康診断に関する情報・保有資格
など顧問先が独自で管理している情報を事業所
マイページで管理できたら顧問先に喜ばれる 
だろうな… 

入社や住所変更・扶養異動に必要な情報を 
顧問先社員自らが社労士事務所へ連絡できたら
スムーズになるだろうな… 

事業所マイページで管理する情報を顧問先側で
カスタマイズできるようにする構想はありま
す。 

Googleやチャットワークなどのアカウントを
利用した「従業員マイページ」の構想がありま
す。従業員マイページが実現すれば、サービス
の可能性がさらに広がります。 

空 想 構 想 

乞うご期待！ 

最終会場の大阪では、Cellsドライブ開発者、中 亮介(なか りょうすけ)

が登場！！ 気になるCellsドライブの行方に迫りました。 

セミナー当日、話題となったCellsドライブ最新情報をお届けします。 

社員情報を([FHO出力できるようになりました！！ 

 ٴお寄せいただいたご要望ٴ
顧問先から、いつでも社員情報が確認できるのはとても
便利だが、好きな時に出力もできるようにしてほしい。
たとえば、顧問先で健康診断の際に健保1Rが必要な 
とき、自社で一覧が出せたら都度社労士にお願いしなく
ても済む。 石川県 7社会保険労務士事務所 様

社会保険労務士法人セルズ 
社会保険労務士 矢野泰紀 

7DLNL��<DQR 

「社員の住所録一覧表がほしい」、建設業の顧問先（下請会社）

から「元請会社に社員の雇用保険番号を提出しなくてはならない

から教えてほしい」など社員情報に関わるお問い合わせは案外多

いですよね。Cellsドライブで社労士事務所と顧問先で社員情報を

共有することによって顧問先は好きなときに情報を確認でき、 

それをExcelファイル出力できるようになりました。これは双方に

とってメリットだと感じます。 

顧問先にPRしたい  Cellsドライブ Excel表示/出力 



 

  知られているようで知られていない 『台帳』便利機能 

  初！！ チャットワークサポート byセルズ 

 



 

Cellsドライブ利用状況 

個人情報公開件数 
公文書アップロード件数 

セミナーを振り返るとあっという間で、“終わり”を迎えて寂しさを感じています。 

今回、セミナー参加者の限定特典として、初の試みである「チャットワーク」を取り入れたサポートを実施

中です（当初定めていたサポート期間は過ぎましたが、まだ需要があると判断し、延長して継続していま

す。需要がなくなり次第終了予定です）。 

チャットワークサポートの企画については社内で反対の声もありました。 

しかし、Cellsドライブとチャットワークをみなさんに活用していただきたい一心で実行しました。 

なぜなら、この2つのツールを利用することで社労士事務所として生産性を高めることができると考えるか

らです。そのために、チャットワークを利用しながら、Cellsドライブの理解を深めることが両方を習得する

近道だと思っています。ユーザーの方々にCellsドライブ&チャットワークを攻略していただけるよう、 

弊社ではこれからもサポートに励みます。 

セミナーは終わりましたが、そういう意味ではここからが“はじまり”。 
今回のセミナーでは本当にたくさんの方にご来場いただきました。誠にありがとうございました！！ 

またお会いできる機会を楽しみにしています。 



 

「Java」という名前に見覚えがある方が多いのではないでしょうか。 

それもそのはず、電子政府の総合窓口(以下、e-Gov)で電子申請システムを使うときに、インストールする 

ソフトウェアです。Javaがインストールされていないと電子申請システムが使えません。 

電子申請ユーザー増加に比例して、Javaの認知度も高まりました。 

ところで、「Java」とは何でしょうか。e-Govの他に、国税庁や地方自治体のサイトでも見られます。 

実は、「Java」は、パソコン本体や基本ソフト(OS)に依存しないソフトウェアを作る目的で作られたプログ

ラムの共通部品です。データベースで有名なオラクルという会社から提供されています。 

現在、多くのソフトウェアは共通の部品や仕組みをもとに、作られています。例えば、弊社『台帳』の電子

申請は、マイクロソフトの「.Net Framework」という共通部品をもとに作られていますし、もとより弊社

ソフトのベースになっているExcelも共通の仕組みとして考えていただいてもよいと思います。 

パソコンは、色々な部品を組み立て作られています。そして、プログラムも共通部品をもとに作られていま

す。パソコンは、ハードもソフトも、さまざまな部品の組み合わせで機能しているということですね。 

ときどき「相性が悪い」という理論的ではない話が、ITの世界にありますが、「自由に組み合わせできる」

が故にお互いに仕組みがあわないことが起こり得るのです。 

また、「一つのソフトをアンインストールしたら、他のソフトが使えなくなった」という話もあります。 

共通の部品を消してしまう場合もあるからです。                                         

業務で使うパソコンには、必要なソフトだけ入れたり、どんな共通ソフトを使っているのか確認したり、 

管理が必要です。セキュリティだけでなく、パソコンを道具として正しく管理していきましょう。 

                                                                                        Sasahara 

知っとく♪ 

パソコン豆知識 

「Java」ってなぁに？？ 



 

解 

説 

処理ファイル「喪失関係」に「扶養届」の入口が増えました 

����年��月��日より、『台帳』9�������のバージョンアップ 
プログラムが配信されています。 
今回は����年ラストのバージョンアップです。 
さて、何が変わったのか見ていきましょう。 

以前は「取得関係」の処理ファイルにのみ、「扶養届」
「&69扶養届」の入口がありました。 
しかし、扶養「削除」の手続きの場合、「取得関係」 
よりも「喪失関係」のほうがしっくりくるようなؼ 

これまでにユーザーの方から「扶養の削除をしたいの 
ですが、どこからできますか？」というお問い合わせも
ちらほらありました。「扶養届」の入口を探すのに苦戦
なさったことでしょう。 
 
そこで、迷うことなくスムーズに「扶養届」を利用 
できるよう、適所に入口を設置しました！ 

「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失証明書」を追加しました 

連絡票�証明書ボタンを切り替え
ると、文書名・文中の文言が 
変更されます。 



 

現在『台帳』と電子申請は切っても切り離せない関係です。 

『台帳』で電子申請するまでは「なんだか難しそう」と、電子申請に対してネガティブなイメージがあっても、

いざやってみたらイメージが見事に覆ったという方も多いのではないでしょうか。私、鳴子もそのひとりです。 

そんな『台帳』でできる電子申請の手軽さとスピード感を伝えたくて、”カップラーメン待ってる間に電子申請”

と言っていたセルズ入社当初が懐かしいです。 

電子申請のデータは舗装された道路を通って、送信されます。みなさんの送信したデータが遅滞なく 

行政に届くようにその道路整備工事をセルズ開発チームが担っています。 

最近、「年金事務所の厚生年金保険・健康保険の適用・徴収機能の移管・集約」に該当する年金事務所が増えてきま

した。行政の決定により、電子申請の提出先が変わった場合においても、ユーザーのみなさんのお手を煩わせず、

適切に申請データが行政に届き、処理されるように内部的にシステムを変更しています。 

そんな工事も今回のバージョンアップで施されているのでした。 

 

「e-Gov」ボタンをクリックすると表示された 

e-Govフォーム。今まではそこから「電子申請

一括方式」を選択するフローでしたが、今回 

から「e-Gov」ボタンをクリックしてもe-Gov

フォームは表示されず、次の画面に遷移する 

ようになりました。 

「死傷病報告4日未満」が「新労災申請」に仲間入り 

独立して存在した処理ファイル「死傷病報告�日未満」が
「新労災申請」の中に加わりました。以前は「死傷病報告 
�日未満」を作成する際に、「旧労災申請」で作成した 
保存データしか読み込むことができませんでした。 

 

【新労災申請】内の【死傷病報告�日未満】は【新労災申請】内で作成した保存データのみ読み込むことができます。 
【旧労災申請】の【死傷病報告４日未満】で作成した保存データは読み込むことができません。 

このたび、「新労災申請」で作成し
た�号の保存データを読み込むことが
できるようになりました。 

 



 

顧問先事業所の残業の実態を把握できていますか？ 「 」 

『台帳』の「残業チェック」で確認しましょう！ 

利用方法： 

台帳MENU「検索抽出」→「残業チェック」 

「残業チェック」は、「賃金ファイル」の勤怠登録 
データを活用し、本年（及び前年）の残業時間を一覧表
で出力する機能です。 

全体を確認できるため、残業に偏りがないかバランス
を見たり、前年平均と今年平均を比較して残業時間 
増減の把握もすぐにできます。 

レ点マークؼ��時間以上 ！マーク ؼ��時間以上 ×マーク ؼ��時間以上 

 

「残業チェック」で顧問先事業所

の実態を数値できちんと把握しま

しょう。表は印刷もできるため、

顧問先へ労働時間の見直しの提案

資料として視覚的に訴えるのも 

おすすめ◎36協定作成時の参考 

資料としても活用できます！ 

表の氏名をダブルクリックすると 
賃金台帳を確認できます。 

その年で残業が一番多い月はピンク色で表示されます。 



 

＠Cells 

開発チーム 原 啓司  
����� ���� 

『&HOOV給与』9���� 源泉徴収票  
&HOOVドライブ（『台帳』）連動部分  
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2017年最も印象的だった『台帳』バージョンアップ（機能）は？



 

ソフトを作っている社員はこんなことを考えていた 

日々の開発に社員が思うこととは 

苦しかったことは何ですか？

Next year's resolutions 



 

たびとリンゴの話。 

日曜劇場『陸王』を毎週楽しみにしている。 

100年の歴史を有する老舗足袋業者「こはぜ屋」。老舗といっても会社の実態は従業員20名の零細企業で、業績は 

ジリ貧。社長の宮沢は、銀行から融資を引き出すのにも苦労する日々。そんな中、宮沢は長年培ってきた足袋業者のノウ

ハウを生かしたランニングシューズの開発という新たな事業計画を思いつく。資金難、素材探し、困難を極めるソール 

（靴底）開発、大手シューズメーカーの妨害――。会社の生き残りをかけて、奮闘する姿を描く企業再生物語だ。 

第5話では、銀行の融資を受けられるかどうかの審査を前に、大事な商品（足軽大将）の納品を控えていた。納品直前

の検品時に靴のソールに亀裂が見つかった。その場に居合わせた銀行員は靴を見てどこが不良品なのかと社員に問う。

社員が指さす先には小さな亀裂があった。銀行員は「こんな傷、一度履いたらわからない」と言ったが、こはぜ屋の 

社員たちはそれを良しとしなかった。「100年守り続けてきたこはぜ屋の品質、プライド」だと。 

アップル創業者のスティーブ・ジョブズはこう言った。『偉大な大工は、たとえ見えなくてもキャビネットの後ろにちゃちな

木材を使ったりはしない。』見えないところへのこだわり―。そんなジョブズのものづくりの精神は製品でなく「芸術品」へ

と変えた。ジョブズの成功の裏には苦悩や失敗があったことはいうまでもない。しかし、成功は必然だったのだろうと素人

ながらに思う。 

11月18日（土）、オーナー制度登録をしている伊那の農園へリンゴの収穫に行った。 

今年は10月に2度見舞われた台風の影響で実が結構落ちてしまったらしい。また日照時間が

短かったこともあり、小玉傾向にあるという。そんなリンゴの木を案じていたが、実をつけた木

を目の前に安堵した。 

枝にしがみつくリンゴを見て誇らしく思うと同時に、「よくがんばった」と声をかけたくなった。

どんなものにも心があると訊く。 

自然環境に抗うことはできないが、そこで懸命に生きることはできる。 

雨ニモマケズ風ニモマケズ、枝から離れることなく、実ることができたリンゴは偶然ではなく、

生き抜くことにこだわった必然だったのではないだろうか。必然を導くには誰よりも自分を信じ

る力が必要なのだと思う。 

こはぜ屋の社員も、ジョブズもどんな困難があろうとも自分の仕事にプライドを持ち、 

自分のことを信じ続けたに違いない。 

「見えないところだからこれぐらいでよいだろう」―妥協は仕事の質を落とす。自分のプライド

も落としかねない。誰しも困難を前に心が折れそうなときもあるだろう。 

しかし、基準となるのは、「自分と自分の仕事にどれだけ胸を張れるか」― 

サウイフモノニワタシハナリタイ。 

―追伸― 

伊那でリンゴ狩りを終え、蓼科の方へ足をのばしてみた。その夜、雪が降ってきた。 

翌朝、目を覚ますと白樺の木立が白銀の世界に包まれていた。 

「雪が降るかも」と訊くも、全然冬支度せずに出かけた、行き当たりばったりな旅は 

雪当たりやっぱりなものになった。 

な     る     こ     の   

 つ     ぶ    や     き    。 


