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2011201120112011 年年年年    ２２２２月月月月 1111 日作成日作成日作成日作成    

    

    

(1)(1)(1)(1)はじめにはじめにはじめにはじめに    （（（（前月前月前月前月のののの概況概況概況概況についてについてについてについて））））    

    

    

(2)(2)(2)(2)経済指標経済指標経済指標経済指標    （（（（自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数    新設住宅着工数新設住宅着工数新設住宅着工数新設住宅着工数    他他他他））））    

    

    

(3)(3)(3)(3)貿易統計貿易統計貿易統計貿易統計    （（（（輸出量推移輸出量推移輸出量推移輸出量推移    輸入量推移輸入量推移輸入量推移輸入量推移    他他他他））））    

    

    

(4)(4)(4)(4)マーケットコメントマーケットコメントマーケットコメントマーケットコメント    （（（（今月今月今月今月のののの見通見通見通見通しししし））））    

    

    

        

 

〈〈〈〈問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先〉〉〉〉    

橋本橋本橋本橋本アルミアルミアルミアルミ（（（（株株株株））））    

大阪市浪速区桜川大阪市浪速区桜川大阪市浪速区桜川大阪市浪速区桜川１１１１－－－－１１１１－－－－１９１９１９１９    

EEEE----MAIL :  MAIL :  MAIL :  MAIL :  hasikun@yahoohasikun@yahoohasikun@yahoohasikun@yahoo.co.jp.co.jp.co.jp.co.jp    

                                                HP        HP        HP        HP        http://www.hashimotoalumi.co.jp/http://www.hashimotoalumi.co.jp/http://www.hashimotoalumi.co.jp/http://www.hashimotoalumi.co.jp/    

                                            BLOG     BLOG     BLOG     BLOG     http://ameblo.jp/metalingreport/http://ameblo.jp/metalingreport/http://ameblo.jp/metalingreport/http://ameblo.jp/metalingreport/    

 

 

本資料は、橋本アルミ及び橋本金属の共同レポートなります。すべての著作権は橋本アルミ（株） 

及び橋本金属 に属し、転用及び編集による第三者への送付を固く禁じます。 

 



1111 月月月月のののの銅銅銅銅スクラップマンスリーレポートスクラップマンスリーレポートスクラップマンスリーレポートスクラップマンスリーレポート及及及及びびびび２２２２月月月月のののの見通見通見通見通しししし    

                   橋本金属×アルミ 橋本健一郎 

■■■■概況概況概況概況    

「「「「前半前半前半前半、、、、年明年明年明年明けからけからけからけから三日間連続三日間連続三日間連続三日間連続ででででＮＹＮＹＮＹＮＹダウがダウがダウがダウが上昇上昇上昇上昇したことしたことしたことしたこと。。。。さらにさらにさらにさらに全米企業雇用全米企業雇用全米企業雇用全米企業雇用レポートレポートレポートレポート

のののの雇用結果雇用結果雇用結果雇用結果がががが予想予想予想予想をはるかにをはるかにをはるかにをはるかに上回上回上回上回るるるる（（（（3333 倍倍倍倍））））結果結果結果結果だったことをだったことをだったことをだったことを好感好感好感好感！！！！中国人民銀行預金準備中国人民銀行預金準備中国人民銀行預金準備中国人民銀行預金準備

率率率率がががが 0.50.50.50.5％％％％利上利上利上利上げするもげするもげするもげするも    ９６３５９６３５９６３５９６３５ドルドルドルドル（（（（セツルセツルセツルセツル））））とととと好調好調好調好調なななな前半締前半締前半締前半締めとなっためとなっためとなっためとなった。。。。後半後半後半後半２０１２０１２０１２０１

００００年年年年のののの中国中国中国中国ＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰがががが 10.310.310.310.3％％％％とととと高成長高成長高成長高成長だったことからだったことからだったことからだったことから金融引金融引金融引金融引きききき締締締締めめめめ懸念懸念懸念懸念がががが台頭台頭台頭台頭。。。。さらにさらにさらにさらに予想予想予想予想

外外外外のインドののインドののインドののインドの利上利上利上利上げがげがげがげが重重重重なりなりなりなり９３００９３００９３００９３００ドルドルドルドル台台台台までまでまでまで大幅下落大幅下落大幅下落大幅下落するするするする場面場面場面場面はあるもはあるもはあるもはあるも中国人民銀行中国人民銀行中国人民銀行中国人民銀行

がががが「「「「今今今今のののの政策政策政策政策でのインフレでのインフレでのインフレでのインフレ抑抑抑抑ええええ込込込込みはみはみはみは可能可能可能可能」」」」とのコメントによるとのコメントによるとのコメントによるとのコメントによる引引引引きききき締締締締めめめめ懸念懸念懸念懸念のののの後退後退後退後退やややや米米米米

新設住宅着工数新設住宅着工数新設住宅着工数新設住宅着工数がががが＋＋＋＋17.517.517.517.5％％％％とととと大幅上昇大幅上昇大幅上昇大幅上昇したことしたことしたことしたこと。。。。さらにユーロさらにユーロさらにユーロさらにユーロ圏圏圏圏のののの消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数消費者物価指数のののの上昇上昇上昇上昇、、、、

12121212 月月月月のののの米国個人消費米国個人消費米国個人消費米国個人消費のののの予想予想予想予想をををを上回上回上回上回るるるる上昇上昇上昇上昇をををを好感好感好感好感。。。。２２２２月月月月 1111 日現在日現在日現在日現在、、、、９７２０９７２０９７２０９７２０ドルドルドルドル    セツルセツルセツルセツル    建建建建

値値値値はははは 8888５５５５万円万円万円万円のスタートとなったのスタートとなったのスタートとなったのスタートとなった。。。。    

■■■■前月前月前月前月のののの経済指標経済指標経済指標経済指標    

◆◆◆◆自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数    

日本自動車工業会日本自動車工業会日本自動車工業会日本自動車工業会によるとによるとによるとによると自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数自動車生産台数はははは前月比前月比前月比前月比――――6.76.76.76.7％％％％のののの 74747474 万万万万 7947794779477947 台台台台であであであであったったったった。。。。    

 10月月月月 11月月月月 12月月月月 

生産台数生産台数生産台数生産台数    75757575 万万万万 1620162016201620 台台台台    80808080 万万万万 2009200920092009 台台台台    74747474 万万万万 7947794779477947 台台台台    

前月比前月比前月比前月比    －－－－18.718.718.718.7％％％％    ＋＋＋＋6.76.76.76.7％％％％    －－－－6.76.76.76.7％％％％    

前年同期前年同期前年同期前年同期    －－－－1.11.11.11.1％％％％    ＋＋＋＋4.84.84.84.8％％％％    －－－－8.48.48.48.4％％％％    

    

◆◆◆◆自動車販売台数自動車販売台数自動車販売台数自動車販売台数    

日本自動車販売協会連合会日本自動車販売協会連合会日本自動車販売協会連合会日本自動車販売協会連合会によるとによるとによるとによると自動車販売台数自動車販売台数自動車販売台数自動車販売台数（（（（軽除軽除軽除軽除くくくく））））はははは＋＋＋＋4.24.24.24.2％％％％のののの 18181818 万万万万 7154715471547154 台台台台。。。。    

 １１１１１１１１月月月月 １２１２１２１２月月月月 １１１１月月月月 

販売台数    20202020 万万万万 3246324632463246 台台台台    17171717 万万万万 9606960696069606 台台台台    18181818 万万万万 7154715471547154 台台台台    

前月比    ＋＋＋＋5.25.25.25.2％％％％    －－－－11.611.611.611.6％％％％    ＋＋＋＋4.24.24.24.2％％％％    

前年同期    ＋＋＋＋19.119.119.119.1％％％％    －－－－14.614.614.614.6％％％％    ＋＋＋＋5.15.15.15.1％％％％    

    

◆◆◆◆計画台数計画台数計画台数計画台数    

1111 月発表月発表月発表月発表のののの 3333 カカカカ月自動車生産計画月自動車生産計画月自動車生産計画月自動車生産計画はははは 243243243243 万万万万 5555 千台千台千台千台（（（（前年比前年比前年比前年比－－－－4.24.24.24.2％）％）％）％）であったであったであったであった。。。。    

    １１１１月月月月    ２２２２月月月月    ３３３３月月月月    

計画台数計画台数計画台数計画台数    71717171 万万万万 8400840084008400 台台台台    81818181 万万万万 8300830083008300 台台台台    89898989 万万万万 8100810081008100 台台台台    

前月比前月比前月比前月比    －－－－6.26.26.26.2％％％％    ＋＋＋＋13.913.913.913.9％％％％    ＋＋＋＋9.8%9.8%9.8%9.8%    

    

    

    



    

    

自動車生産台数推移自動車生産台数推移自動車生産台数推移自動車生産台数推移    

 

                             出典出典出典出典    日本自動車工業会日本自動車工業会日本自動車工業会日本自動車工業会        

自動車販売台数推移自動車販売台数推移自動車販売台数推移自動車販売台数推移    

    

        

                                                                                                出典出典出典出典    日本自動車販売協会連合会日本自動車販売協会連合会日本自動車販売協会連合会日本自動車販売協会連合会    

    

    

    



◆◆◆◆新設住宅着工戸数新設住宅着工戸数新設住宅着工戸数新設住宅着工戸数    

国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省によるとによるとによるとによると新設住宅着工戸数新設住宅着工戸数新設住宅着工戸数新設住宅着工戸数はははは前月比前月比前月比前月比＋＋＋＋2.32.32.32.3％％％％のののの 7777 万万万万 4517451745174517 戸戸戸戸であったであったであったであった。。。。    

    10101010 月月月月    １１１１１１１１月月月月    １２１２１２１２月月月月    

日本新設住宅着工数日本新設住宅着工数日本新設住宅着工数日本新設住宅着工数    7777 万万万万 1390139013901390 戸戸戸戸    7777 万万万万 2838283828382838 戸戸戸戸    7777 万万万万 4517451745174517 戸戸戸戸    

前月比前月比前月比前月比    －－－－0.80.80.80.8％％％％    ＋＋＋＋２２２２％％％％    ＋＋＋＋2.3 2.3 2.3 2.3 ％％％％    

前年同期前年同期前年同期前年同期    ＋＋＋＋9.79.79.79.7％％％％    －－－－4.54.54.54.5％％％％    ＋＋＋＋9.39.39.39.3％％％％    

    

新設住宅着工件数推移新設住宅着工件数推移新設住宅着工件数推移新設住宅着工件数推移    

    
出典出典出典出典    国土交通省国土交通省国土交通省国土交通省    統計統計統計統計    

◆◆◆◆貿易関連指標貿易関連指標貿易関連指標貿易関連指標    

輸出輸出輸出輸出    

財務省貿易統計財務省貿易統計財務省貿易統計財務省貿易統計によるとによるとによるとによると輸出輸出輸出輸出はははは前月比前月比前月比前月比でででで電気銅電気銅電気銅電気銅がががが－－－－9999％％％％のののの 2222 万万万万 8761876187618761ｔ、ｔ、ｔ、ｔ、スクラップがスクラップがスクラップがスクラップが＋＋＋＋

3.33.33.33.3％％％％のののの 2222 万万万万 7362736273627362ｔ。ｔ。ｔ。ｔ。    

輸出輸出輸出輸出    10101010 月月月月    11111111 月月月月    12121212 月月月月    

電気銅電気銅電気銅電気銅    3333 万万万万 3294329432943294ｔｔｔｔ    3333 万万万万 1612161216121612ｔｔｔｔ    2222 万万万万 8761876187618761ｔｔｔｔ    

前月比前月比前月比前月比    －－－－1.651.651.651.65％％％％    －－－－5.1%5.1%5.1%5.1%    －－－－9%9%9%9%    

スクラップスクラップスクラップスクラップ    2222 万万万万 3677367736773677ｔｔｔｔ    2222 万万万万 6494649464946494ｔｔｔｔ    2222 万万万万 7362736273627362ｔｔｔｔ    

前月比前月比前月比前月比    －－－－９９９９％％％％    ＋＋＋＋11.9%11.9%11.9%11.9%    ＋＋＋＋3.3%3.3%3.3%3.3%    

    

    

            



輸出推移輸出推移輸出推移輸出推移    
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10-11年銅輸出推移

銅スクラップ

電気銅

輸入輸入輸入輸入 

輸入輸入輸入輸入はははは    電気銅電気銅電気銅電気銅がががが－－－－44.844.844.844.8％％％％のののの 2537253725372537ｔ。ｔ。ｔ。ｔ。スクラップがスクラップがスクラップがスクラップが－－－－9999％％％％のののの 8509850985098509ｔ。ｔ。ｔ。ｔ。    

輸入輸入輸入輸入    10101010 月月月月    11111111 月月月月    12121212 月月月月    

電気銅電気銅電気銅電気銅    3759375937593759ｔｔｔｔ    4600460046004600ｔｔｔｔ    2537253725372537ｔｔｔｔ    

前月比前月比前月比前月比    －－－－18.1%18.1%18.1%18.1%    ＋＋＋＋22.4%22.4%22.4%22.4%    －－－－44.8%44.8%44.8%44.8%    

スクラップスクラップスクラップスクラップ    10107101071010710107ｔｔｔｔ    9354935493549354ｔｔｔｔ    8509850985098509ｔｔｔｔ    

前月比前月比前月比前月比    ＋＋＋＋14.3%14.3%14.3%14.3%    －－－－7.5%7.5%7.5%7.5%    －－－－９９９９%%%%    

輸入推移輸入推移輸入推移輸入推移    

 



                            出典出典出典出典    財務省財務省財務省財務省    貿易統計貿易統計貿易統計貿易統計    

    

■■■■前月前月前月前月のののの国内指標国内指標国内指標国内指標    

日本伸銅協会発表日本伸銅協会発表日本伸銅協会発表日本伸銅協会発表のののの伸銅品生産推移伸銅品生産推移伸銅品生産推移伸銅品生産推移（（（（速報速報速報速報））））によればによればによればによれば前月比前月比前月比前月比――――6.66.66.66.6％％％％のののの 6666 万万万万 8820t8820t8820t8820t（（（（前年同前年同前年同前年同

期期期期－－－－3.73.73.73.7％）％）％）％）    

 

                         出典出典出典出典    日本伸銅協会日本伸銅協会日本伸銅協会日本伸銅協会    

    

日本電線工業会発表日本電線工業会発表日本電線工業会発表日本電線工業会発表のののの出荷速報出荷速報出荷速報出荷速報（（（（推定推定推定推定））））    

前月比前月比前月比前月比――――7.47.47.47.4％％％％のののの 5555 万万万万 6500650065006500ｔｔｔｔであったであったであったであった。（。（。（。（前年同期前年同期前年同期前年同期――――4.94.94.94.9％）％）％）％）    

    

                                                                                                                出典出典出典出典    日本電線工業会日本電線工業会日本電線工業会日本電線工業会    



    

    

    

    

■ 見通見通見通見通しししし        

伸銅品生産伸銅品生産伸銅品生産伸銅品生産はははは前月比前月比前月比前月比――――6.66.66.66.6％、％、％、％、前年同期前年同期前年同期前年同期のののの－－－－3.73.73.73.7％％％％からからからから下落下落下落下落。。。。    

自動車生産自動車生産自動車生産自動車生産はははは前月比前月比前月比前月比－－－－6.76.76.76.7％％％％のののの７４７４７４７４万台万台万台万台、、、、前年同期前年同期前年同期前年同期のののの－－－－8.48.48.48.4％％％％からはからはからはからは減少幅減少幅減少幅減少幅がががが縮小縮小縮小縮小。。。。    

1111 月月月月のののの国内自動車販売国内自動車販売国内自動車販売国内自動車販売はははは、、、、18181818 万万万万 7154715471547154 台台台台（（（（前月比前月比前月比前月比＋＋＋＋4.24.24.24.2％）％）％）％）とととと統計以来統計以来統計以来統計以来のののの最低最低最低最低レベルをレベルをレベルをレベルを推推推推

移移移移していしていしていしているもののるもののるもののるものの昨年同期昨年同期昨年同期昨年同期のののの伸伸伸伸びびびび率率率率（＋（＋（＋（＋5.15.15.15.1％）％）％）％）とほぼとほぼとほぼとほぼ変変変変わらずわらずわらずわらず補助金切補助金切補助金切補助金切れによるれによるれによるれによる急減予測急減予測急減予測急減予測

はははは回避回避回避回避したしたしたした形形形形。。。。    

銅電線出荷量銅電線出荷量銅電線出荷量銅電線出荷量はははは前月比前月比前月比前月比――――7.47.47.47.4％％％％％％％％とととと前年同期比前年同期比前年同期比前年同期比－－－－4.94.94.94.9％％％％からからからから悪化悪化悪化悪化    

新設住宅着工数新設住宅着工数新設住宅着工数新設住宅着工数はははは前月比前月比前月比前月比＋＋＋＋2.32.32.32.3％％％％のののの７７７７万万万万４４４４千戸台千戸台千戸台千戸台とととと上昇上昇上昇上昇。。。。前年同期前年同期前年同期前年同期のののの＋＋＋＋9.39.39.39.3％％％％からはからはからはからは依然伸依然伸依然伸依然伸

びびびび悩悩悩悩みみみみ    

    輸出入輸出入輸出入輸出入にににに関関関関してはしてはしてはしてはＬＭＥＬＭＥＬＭＥＬＭＥがががが９０００９０００９０００９０００ドルをドルをドルをドルを超超超超えるえるえるえる上昇上昇上昇上昇トレンドのトレンドのトレンドのトレンドの中中中中、、、、中国中国中国中国バイヤーのバイヤーのバイヤーのバイヤーの高高高高

値警戒感値警戒感値警戒感値警戒感がががが台頭台頭台頭台頭しししし購入購入購入購入をををを抑制抑制抑制抑制、、、、そしてそしてそしてそして輸出分輸出分輸出分輸出分がががが国内国内国内国内へへへへ回帰回帰回帰回帰したためしたためしたためしたため輸出減輸出減輸出減輸出減・・・・輸入減輸入減輸入減輸入減となっとなっとなっとなっ

たたたた。。。。    

銅原料需要銅原料需要銅原料需要銅原料需要にににに関関関関してメーカーはしてメーカーはしてメーカーはしてメーカーは前月前月前月前月にににに続続続続きききき 1111 月中月中月中月中もももも建値建値建値建値８２８２８２８２－－－－８４８４８４８４万万万万、ＬＭＥ、ＬＭＥ、ＬＭＥ、ＬＭＥ9500950095009500 ドルドルドルドル

とととと高値圏推移高値圏推移高値圏推移高値圏推移にににによるよるよるよる売売売売りりりり込込込込みがみがみがみが殺到殺到殺到殺到、、、、高値警戒感高値警戒感高値警戒感高値警戒感からからからから当用買当用買当用買当用買いにいにいにいに徹徹徹徹しししし、、、、在庫在庫在庫在庫はははは潤沢潤沢潤沢潤沢。。。。    

米中経済米中経済米中経済米中経済のののの好調好調好調好調やややや国内国内国内国内２２２２底懸念回避底懸念回避底懸念回避底懸念回避をうけてをうけてをうけてをうけて世界需要増加世界需要増加世界需要増加世界需要増加をををを予測予測予測予測するもするもするもするも現在現在現在現在、、、、中国中国中国中国におにおにおにお

いてはいてはいてはいては旧正月旧正月旧正月旧正月によりによりによりにより商商商商いストップいストップいストップいストップ。。。。欧米日欧米日欧米日欧米日についてはについてはについてはについては新年度新年度新年度新年度のののの計画待計画待計画待計画待ちからちからちからちから動動動動けずけずけずけず、、、、足元足元足元足元

在庫在庫在庫在庫のののの潤沢感潤沢感潤沢感潤沢感やややや高値警戒感高値警戒感高値警戒感高値警戒感からメーカーはからメーカーはからメーカーはからメーカーは買買買買いいいい止止止止めがめがめがめが続続続続くくくく。。。。    

銅価格銅価格銅価格銅価格はははは銅建値銅建値銅建値銅建値ベースのベースのベースのベースの銅銅銅銅・・・・合金合金合金合金スクラップはあいかわらずのスクラップはあいかわらずのスクラップはあいかわらずのスクラップはあいかわらずの鉱石不足鉱石不足鉱石不足鉱石不足よるよるよるよる供給懸念供給懸念供給懸念供給懸念やややや

米国米国米国米国のののの金融緩和金融緩和金融緩和金融緩和、、、、旧正月明旧正月明旧正月明旧正月明けによるけによるけによるけによる中国買中国買中国買中国買いいいい気気気気のののの復活復活復活復活をををを見越見越見越見越してしてしてして投機資金投機資金投機資金投機資金がががが入入入入りやすいりやすいりやすいりやすい状状状状

況況況況にありにありにありにあり上昇上昇上昇上昇がががが予測予測予測予測されるもののされるもののされるもののされるものの 3333月月月月のののの全人代全人代全人代全人代がががが第第第第 12121212次五次五次五次五カカカカ年計画年計画年計画年計画のののの初年度初年度初年度初年度にににに当当当当たたたたるためるためるためるため

景気対策景気対策景気対策景気対策やややや利上利上利上利上げをげをげをげを見極見極見極見極めたいとのめたいとのめたいとのめたいとの思惑思惑思惑思惑からからからからＬＭＥＬＭＥＬＭＥＬＭＥにににに関関関関してはしてはしてはしては下値下値下値下値９３００９３００９３００９３００ドルドルドルドル上値上値上値上値９９９９９９９９

５５５５００００ドルドルドルドル。。。。銅銅銅銅・・・・銅合金銅合金銅合金銅合金スクラップにスクラップにスクラップにスクラップに関関関関してはしてはしてはしては銅建値銅建値銅建値銅建値でででで８２８２８２８２－－－－８７８７８７８７万程度万程度万程度万程度とととと予測予測予測予測しているしているしているしている。。。。    

    

    

    

                                                                                                                            

    

    

    

    

    

    



    

                                                                著者紹介著者紹介著者紹介著者紹介    

                                                        

    

    

橋本健一郎橋本健一郎橋本健一郎橋本健一郎    橋本橋本橋本橋本アルミアルミアルミアルミ（（（（株株株株））））    専務取締役専務取締役専務取締役専務取締役    

1969196919691969 年年年年 12121212 月月月月 25252525 日生日生日生日生まれまれまれまれ    

1990199019901990 年年年年    橋本橋本橋本橋本アルミアルミアルミアルミ    入社入社入社入社    

2004200420042004 年年年年    橋本金属橋本金属橋本金属橋本金属        出向出向出向出向    

非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属のののの中国貿易中国貿易中国貿易中国貿易がががが今年今年今年今年でででで 1111９９９９年目年目年目年目、、、、日本日本日本日本のののの非鉄業界非鉄業界非鉄業界非鉄業界でのでのでのでの中国貿易中国貿易中国貿易中国貿易ではではではでは先駆先駆先駆先駆けけけけ的存在的存在的存在的存在。。。。    

主主主主にににに提携先提携先提携先提携先があるがあるがあるがある中国中国中国中国    広州広州広州広州へへへへ非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属のののの輸出輸出輸出輸出をををを行行行行っているっているっているっている。。。。    

現在現在現在現在はははは銅銅銅銅をををを含含含含めめめめたたたた非鉄金属資源非鉄金属資源非鉄金属資源非鉄金属資源のグローバルリサイクルシステムののグローバルリサイクルシステムののグローバルリサイクルシステムののグローバルリサイクルシステムの構築構築構築構築をををを行行行行うううう傍傍傍傍らららら、、、、    

環境活動環境活動環境活動環境活動にもにもにもにも力力力力をををを入入入入れておりれておりれておりれており    サンゴサンゴサンゴサンゴ再生再生再生再生プロジェクトやプロジェクトやプロジェクトやプロジェクトや富士山清掃富士山清掃富士山清掃富士山清掃にもにもにもにも参加参加参加参加しているしているしているしている。。。。 

 

1995199519951995 年年年年    米国米国米国米国    ルイジアナルイジアナルイジアナルイジアナ州州州州ニューオリンズニューオリンズニューオリンズニューオリンズ市市市市    名誉市民賞受賞名誉市民賞受賞名誉市民賞受賞名誉市民賞受賞    

    

2010201020102010 年年年年    第一回大阪市第一回大阪市第一回大阪市第一回大阪市リサイクルリサイクルリサイクルリサイクル事業者事業者事業者事業者コンテストコンテストコンテストコンテスト    おおさかおおさかおおさかおおさか３３３３RRRR リーダーリーダーリーダーリーダー事業者賞受賞事業者賞受賞事業者賞受賞事業者賞受賞    

    

現在現在現在現在    超人気超人気超人気超人気ブログブログブログブログほぼほぼほぼほぼ夕刊夕刊夕刊夕刊メタルなレポートメタルなレポートメタルなレポートメタルなレポートのブログのブログのブログのブログ主主主主としてとしてとしてとして執筆中執筆中執筆中執筆中。。。。 

またまたまたまた本年本年本年本年よりよりよりより「「「「ほぼほぼほぼほぼ朝刊朝刊朝刊朝刊メタルなメルマガメタルなメルマガメタルなメルマガメタルなメルマガ」」」」をををを創刊創刊創刊創刊したしたしたした。。。。 


