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１．代表挨拶

２０１６年３月に、橿原市豊田町の一軒のおうちで主婦ふたりで

創業しました。

私たちが目指す「ときのは」事業は、子育てをしながら、女性が

自己表現出来る環境を整え、活力ある働く女性とお年寄りに元気に

なってもらい、老若男女関係なく世代間コミュニケーションが

できる癒しの空間をつくること。人生を楽しみたい人と様々な

悩みや不安を持つ人がこのコミュニティーを通じて、笑顔と元気に

なる、地域密着型の事業です。

２年経った今、思っていた以上に超高齢社会というものを感じてい

ます。元気で独居されているが、先への不安や寂しさを感じている

おじいちゃん、おばあちゃん・・・「ときのは」は憩いの場プラス

そんな方々のやりたいことの手助けや見守りもしていきたい。

そして、地域で様々な活動をしている方と共同でもっと

この輪を広げ、地域の拠点的存在に

なっていきたいと考えています。

２０１８年１０月２５日

梅本 千鶴

吉尾 友美
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代表者
写真

私達は多くの情報に囲まれ、また
翻弄され、刻の中で暮しています。
忙しい毎日の生活の中でもここに
来て、時間を忘れ、羽を休めてほ
しいと言う願いで「ときのは」に

想いを込めました。

経営理念

４つの「わ」をコンセプトに「ときのは」事業を展
開します

１．人との繋がりを大切にする「輪」
２．安らぎの空間を提供するなごみの「和」

３．大和は国のまほろば。その地から文化と共
に日本人の心を伝える「倭」」

４．智慧や知識、情報を循環させて共有する
「環」



事業概要

１．おうちのごはん「ときのは」とは、家庭料理だけでなくおうちのようなやすらぎの場と世代間交流や人々の知恵を共有する事が

できる場であり、本当の家族のような和（繋がり）を生み出すことを目指しています。

２．地域密着型「ときのは」事業から子育て中の女性が社会との繋がりをもちながら安心できる環境と高齢者が健康維持と生きがいのために

通いたい場所を創ることで、世代間交流のコミュニティを作り、老若男女の笑顔生活に貢献する事業を展開します。

３．年金生活で一人暮らしをしている方や家族と同居していても昼間一人でいることの多い65歳以上の高齢者に、カフェ「ときのは」は、

私達と一緒に悩みや不安を解消し、人に会う機会を増やし、仲間ができる事で生きがいになれる安らぎの空間を創ります

２．事業概要 3

社屋
写真

社員
写真

設備・商品
など写真



３．ビジネスモデル俯瞰図 4

おうちの
ごはんと
きのは

仕入先

道の駅や産直所（旬の野菜を中
心に味を確認して購入）

有機栽培されている移動販売
（まめの郷）
自家栽培の野菜

魚や肉は地域で有名な信頼でき
るお店

お米：橿原産（たらちね）
卵：そまのかわファーム

関係先
グラフィックプランニング
（ポップ、ＤＭなど）

NPO法人空きやコンシェルジュ
（テナント賃貸）

飲食 サービス事業

ランチメニュー ５８％
カフェメニュー １７％

お持ち帰りメニュー ２２％

エンドユーザ
６０代後半から９０代の男女

60％
０~３歳の子どもを持つママ友

30％
１５時以降の１階のカフェ
スペース 10％

ランチ客単価1300円
カフェ客単価300円

コーヒーチケット・ポイント
カードの実施

レンタルスペース事業

「ときのは」スペース １％
甘酒講座
料理教室講座

「ときのは」ピクニック 2％
エンドユーザ

ワークショップする場所がほしい
事業者

ビジネスモデル俯瞰図

業務フロー図

企画 仕入 調理 サービス 提供 リピート

手作りにこだわった

家庭料理

自家製甘酒醤油麹塩

麹で調理したおばん

ざい

甘さ控えめの和ス

イーツ

旬の野菜を道の駅、産直

所で購入

自家栽培

移動販売の有機野菜

肉、魚は地域で有名な信

頼できる店

米橿原産、卵そまのかわ

ファーム

※主婦の経験を活か

し、一から手作り

麹を活かしたオリジ

ナルレシピ

ランチ

和スイーツ

お弁当

レンタルスペース

講座

「リピーターさんの声にこた

えて」

コーヒーチケットの販売

ポイントカード

スタンプ８個でドリンク無料

２４個でおはぎプレゼント

誕生日月には、黒ごまおせん

べいプレゼント



４．商品・製品・サービス 5

かしはら減塩弁当

産官学連携で商品開発した、かしはら減塩

弁当は か 母さんの作る

し 塩分１食分２ℊ

は 華やかな弁当

ら ランチにどうぞ

大和三山や橿原神宮の冬椿をイメージした

おかずや地元の野菜を彩り良く盛り付けま

した。要予約 （918円 税込）

しょうゆ麹や塩麴を使うことで、減塩にも
かかわらず、素材の味を引き出して、また、
冬椿にみたてたさつまいものおやきがでデ
ザート感覚で食べれてうれしい！！

（50代女性 料理教室先生）

「ときのは」ランチ

自家栽培と地元のとれたて野菜をたっぷり

使った「ときのは」ランチは、メインのほ

かに手作りで手間ひまかけた副菜三品は自

家製のしょうゆ麹、塩麴で味付けし、素材

の良さを生かした家庭料理を提供していま

す。手作り甘酒がランチについて、好評で

す。

（1,080円 税込）

お店の方もとても親しみやすく、お部屋も
二階でとてもゆっくりさせていただき、お

料理はどれもこれも美味しくて。
おかわりまで頂いてしまいました。

（30代子連れグループ）

甘酒講座

ときのはランチで提供している甘酒を

おうちでも飲みたいというお客様の声で始

まった「自宅で簡単に作れる甘酒講座」

麹を使った醤油麹・塩麹の作り方も教える

約１時間のデモンストレーション型の講座

ときのはランチ 甘酒 甘酒スイーツ

塩麹・醤油麹のお土産付きで

参加費 ２０００円（税込）

麹で作るノンアルコールの甘酒なので子ど
もが大好きで、作ってとせがまれます。

（30代 子ども3人の主婦）



５．現在の知的資産経営ストーリー 6

経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ 商品・サービス 提供価値 業績

４つの「わ」

１。人との繋がりを大
切にする「輪」
２．安らぎの空間を提
供する和みの「和」
３．やまとは国のまほ
ろば。その地から文化
と共に日本の心を伝え
る「倭」
４．智慧や知識を循環
させて共有する「環」

・献立作りやレシピ開
発のために自宅開催の
料理教室に通っている
・「ときのは」講座・
ワークショップの開催
・これからの高齢者と
の関わりかたのために
認知症サポーター養成
講座を受講している
・ボランティアスタッ
フを募集している
・お客様の声をメ
ニュー開発に反映
・居心地のよい空間
・商工会議所・橿原市
との連携
・初めて来た人と常連
さんがすぐに仲良くな
れる雰囲気作り

・主婦の経験を活かし、
手作りにこだわった家
庭料理を作る技術力
・自家製の醤油麹・塩
麹を使ったオリジナル
レシピの開発力
・食材選び献立などい
ちから考える企画力
・お客様の好みに応じ
てメニューを変更する
ことができる接客の対
応力
・よい食材を仕入れる
ことが出来るネット
ワークを有している
・資格と経験に基づい
て対人コミュニケー
ションを会得している
・一家団欒できる空間
設計（和室、大テーブ
ル）

・ランチメニュー
ときのはランチ
唐揚げランチ
焼き鯖ランチ
焼きカレー
オムライス
ローストビーフ丼
お子さまごはん

・カフェメニュー
おはぎ
わらびもち
ワッフルアイス
ミニパフェ
おかんのお得盛り
甘酒
ぜんざい

・お持ち帰りメニュー
ときのは弁当
唐揚げ弁当
橿原減塩弁当
ときのは松花堂
唐揚げ
おはぎ
黒ごまおせんべい
酒粕クッキー

・レンタルスペース
・講座

・安心・安全の手作り
の食

・約３０品目の食材を
使ったバランスのよい
食事ができる

・自家製塩麹、醤油麹
で味付けしたおばんざ
いで健康志向に対応

・お客様同士の新たな
出会いの場と仲間作り
のお手伝い

・一人で来店しても
ほっとすることができ
る

・赤ちゃん連れでも和
室でゆっくり出来る

実績

客数
イートイン：１日平均
１５名
テイクアウト：２名

５０名の固定客

説明＊＊＊「ときのは」のメニューは、毎日食べても飽きない安心安全な家庭料理を提供しています。主婦二人で手作りにこだわり、自家栽培

の野菜や地元の食材を中心に使っています。和のスイーツは、甘さ控えめの優しい味に仕上げています。

「ときのは」はお客様とふれあえる時間やお話しする時間を大切にしています。大きなテーブルを囲んで、お客様同士が交流出来る、一家団ら

んのイメージです。年齢や性別に関係なく本当の家族のような繋がりと安らぎの空間を生み出すために、今まで習得した資格や経験を活かし、

地域密着型の事業を展開しています。



６．人的、構造、組織資産 7

•資格と経験に基づいて対人コミュニケーションを会得している(食品衛生責任者 保育士免許 幼稚園教諭免許 小

学校教諭免 ヘルパー二級免許 認知症サポーター養成講座受講）

•主婦の経験を活かし手作りにこだわった家庭料理を作る技術力

•食材献立などを考える企画力

•お客様の好みに応じてメニューを変更できる接客の対応力

人的資産

•麹を使ったオリジナルレシピ

•認知症サポーター養成講座（橿原市社会福祉協議会に依頼すれば養成講座を開催できる）

•「ときのは」はお客様と触れ合える時間、お話をする時間を大切にし、大きなテーブルを囲んでお客様同士が交流

できるおうちのようなやすらぎの場と一家団欒できる雰囲気を醸し出せる空間

•常連さん同士が交流しコミュニケーションを取る事で、地元の方々の仲間意識が高まり、地域貢献の場

構造資産

•よい食材を仕入れることが出来るネットワークを有している

•商工会議所・橿原市との連携（産官学連携事業参加）

•地域の方々の支援 （ボランティアスタッフ）

関係資産



７．当社の業績を支える強み 8

•居心地の良い空間と大きなテーブルを囲んで一家団欒のできる空

間設定により、お客様同士の新たな出会いの場と仲間作りのお手

伝いをし、1人でも来店し、ホッとする安心できる場所

•２階の和室で赤ちゃんや子ども連れのママ友がゆっくりできる空

間

①人との繋がりを

大切にし、安らぎ

の空間を提供する

「輪」「和」

•安心・安全の手作りの食を約30品目の食材をバランスよく使い、

自家製塩こうじ・しょうゆ麴で味付けしたおばんざいで健康志向

に対応

•主婦の経験を活かし、手作りにこだわった家庭料理を作る技術力

②旬の野菜をたっ

ぷり使い、手作り

にこだわったおば

んざい

•「ときのは」スペースの講座は「ときのは」ピクニックや料理教

室などで常連さん同士が交流しコミュニケーションを取る事で、

地元の方々の仲間意識が高まり、地域貢献になっている

•家族のような安らぎの空間

③地域の方々のコ

ミュニケーション

の場
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当社のビジョン

昔ながらの温かいご近所づきあいで地域の活性化と地域貢献できるふれあいカフェ「ときのは」

１．手作りの醤油麹、塩麹などの調味料を工夫しながら、毎日食べても飽きないやさしいお母さんの
味を提供する

日々のメニューに，積極的に麹を取り入れ発酵食品を使った健康メニューを売りに「ときのは」の特徴を出していく

２．地域のコミュニティーカフェと認知症カフェとして、家族や本人が安心して集える空間作り

様々な問題を抱える人たちが地域で輝ける居場所になり、顔見知りになることでお互いが助け合い見守り合う関係になっていけるように

なる

３．「ときのは」スペース活用のため地元の通訳ガイド観光業者と連携する。

地域の方々とふれあいながら、ファミリー向けのインバウンドツアーを開設する。

当社の経営目標

ランチメニュー・・・ 家族（６０代から７０代の子）が親（８０代から９０代）をつれて来店

お弁当・・・夕ご飯としてのお弁当の配達、今までは来店できていたがこれなくなった人のお弁当への移行

物販・・・ 「ときのは」ブランド発信のため 道の駅などでの販売

講座・・・ 今までの「ときのは」講座をインバウンドや観光客のための講座としても発信していく（予約制) 月に2～3回

コミュニケｰションカフェと認知症カフェとしての活動 最初は月2回程度→定期的には週1回開催

８－１ ． 今後の方向性



８－２ ． 今後の方向性
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今後の方向性

橿原で優しさがあふれる人々が集まると言えば「おうちのごはん ときのは」

１，主婦の経験を活かした、手作りのオリジナル麹メニューを家庭にも広めたい

２，地域のコミュニケーションの場としての居場所づくりと認知症カフェ

３，「ときのは」スペースの活用のため、地元の通訳ガイド観光業者と連携し、体験型の講座を開設する

（既存のお客様の時間帯を考えて）

リスク

1. 働く女性が増え、子育て中のママがランチに行く人の減少

2. 超高齢になると一人での外出が難しくなる

事業機会

1. 高齢者の増加 （H２８．３に発表された橿原市人口ビジョンによると、２０４０

年には約３人に１人が老年（65歳以上）になる）

2. 高齢者の孤独 内閣府によると、一人暮らしをしている高齢者は地域社会との

繋がりが希薄となり、日常生活で会話をほとんどしない事が浮き彫りになってい

る

3. 認知症の予防 ＮＨＫ「きょうの料理」で米麹が脳にも良いらしいなど、塩麴で

脳を鍛えようと料理が紹介された

4. 近畿農政局によると、橿原市インバウンド事業で28年度は世界16ヵ国85名が参加

し、また、「橿原認定通訳ガイド特区」をとり、外国人観光客の増加とそれに伴

う地域の活性化を図っている

当社の業績を支える強み

①人との繋がりを大切にし、安らぎの空間を提供する

②旬の野菜をたっぷり使い、手作りにこだわったおば

んざい

③地域の方々のコミュニケーションの場



９．３年後の知的資産経営ストーリー 11

今後さらに交流の場をより深めていくために世代間交流・異文化交流の３つの事業展開を考えています。現在来店しているシニア世代（６０代

から７０代）の親世代（８０代から９０代）が気軽にこれる居場所作りです。心身共に様々な問題を抱える年代ですが、その方が輝ける場所、

様々な人の活動拠点としてみんなが楽しめる一家団欒のコミュニケーションカフェを目指します。橿原市も高齢化が進み新たな施設を増やすの

ではなく、「ときのは」のような思いを持つ事業所を活用していけば地域での見守りが可能になり昔ながらの温かいご近所づきあいが今以上に

深まり、地域の活性化に繋がると思います。また、ホームページやSNSを活用し、外国人を含む観光客に地元の日本文化を体験出来る講座や

ワークショップを展開していきたいと思います。

経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ 商品・サービス 提供価値 業績

４つの「わ」

１。人との繋がりを大
切にする「輪」
２．安らぎの空間を提
供する和みの「和」
３．やまとは国のまほ
ろば。その地から文化
と共に日本の心を伝え
る「倭」
４．智慧や知識を循環
させて共有する「環

・常連さん同士が交流
出来るよう、私たちも
輪の中に入り積極的に
コミュニケーションを
取っている
・献立作りやレシピ開
発のために自宅開催の
料理教室に通っている
・ときのは講座・ワー
クショップの開催
・これからの高齢者と
の関わりかたのために
認知症サポーター養成
講座を受講している
・ボランティアスタッ
フを募集している

認知症カフェ
夕食としてのお弁当の
配達
販路開拓道の駅での物
販
インバウンドや観光客
のための講座開設

・主婦の経験を活かし、
手作りにこだわった家
庭料理を作る技術力
・自家製の醤油麹・塩
麹を使ったオリジナル
レシピの開発力

・食材選び献立などい
ちから考える企画力
・お客様の好みに応じ
てメニューを変更する
ことができる接客の対
応力

PR発進力

新商品開発力

・ランチメニュー
・カフェメニュー
・お持ち帰りメニュー
・レンタルスペース
・講座

夕ご飯弁当の配達

インバウンドと観光客
のための講座

独自の健康講座

・安心・安全の手作り
の食

・約３０品目の食材を
使ったバランスのよい
食事ができる
・自家製塩麹、醤油麹
で味付けしたおばんざ
いで健康志向に対応
・お客様同士の新たな
出会いの場と仲間作り
のお手伝い

コミュニケーションカ
フェ（認知症カフェ）
としての地域貢献

・新規顧客獲得と既存
のお客様のリピート率
をあげて売り上げを
20%アップ

・店内飲食された方に
持ち帰り商品の宣伝を
し売り上げ20%アップ

・講座の回数を月6回に
増やす
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•主婦の経験を活かし、日々の食生活に米麹の力を活用し、各家庭で

も麹を取り入れられるようなレシピの提案

•「食と健康の講座」で認知症ケア専門士の方からのお話と交流

①オリジナル麹メ

ニューを家庭にも

広める

•常連さん同士が交流しコミュニケーションを取る事で、地元の方々

の仲間意識や深い絆づくり

•高齢化による地域の見守りを含めた取り組みのひとつとして、高齢

者の家族が安心して通うことができる居場所づくり

②、コミュニケー

ションカフェと認

知症カフェとして

の居場所作り

•地域の方々とふれあいながら、「住むように旅をする」インバウン

ドオリジナルツアーとして、日本の文化や家庭料理を体験できる講

座を開設する。

•地元通訳ガイド観光業者と連携して、ファミリー向けのインバウン

ドツアーを開設する。

③「ときのは」ス

ペース活用のため

インバウンドにも

対応できる体験型

講座を開設する
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地域の居場所作り

地域の65歳以上の高齢者の孤独を解

消するために、ときのはで出会い、

身内の様な人と人との繋がりを持ち

会話を楽しむ環境を作る

橿原市の高齢化による地域での見守

りを含めた取組の一つとして、高齢

者の家族が安心して通うことが出来

るコミュニティーカフェと認知症カ

フェを月1回開催する

食と健康の講座

日々の食生活に麹酵素の力を活用し

て、家庭料理に塩こうじやしょうゆ

麴を取り入れて、作り方やレシピを

紹介します。

また、認知症ケア専門士の方からの

お話と交流もあります。

時間 1時間～1時間半程度

人数 ６名程度

参加費 1,000円（デザートドリンク付）

インバウンド体験講座

日本の文化や家庭料理を通して、地元
通訳ガイド観光業者と連携し、ファミ
リー向けのインバウンドツアーを開設
する。

おにぎり体験

おりがみ体験

ミニ畳作り体験

ときのはランチとセットで講座内容を
決める
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NO 実施事項 実施内容 現状値 目標値 時期・期限

１ 店内飲食 ときのはランチ
週替わりでメイン 肉ｏｒ魚、副菜3品、自家製甘酒、漬物、ミニデザー
ト、雑穀米と味噌汁はおかわりＯＫ
すべて手作りし、地域のシニア世代の健康志向の方に提供する
和スイーツ
おはぎ 北海道産小豆をあんこから手作りし、100％のもち米と赤米使用
わらびもち 本わらびを使用し、注文を受けてから作る

1日
10食

1日3食

1日
15食

1日8食

2020年までに

2020年までに

２ 持ち帰り 弁当 ときのはランチのメニュー内容を弁当で提供
おはぎ
甘酒 自家製の麹甘酒は甘さ控えめでランチを食べた方が持ち帰りする

1日2食
1日1食
1日１食

１日5食
１日２食
１日２食

2020年までに

３ 講座 自主開催
・甘酒講座・食と健康講座・麹メニュ―講座
オーナー２人が講師となり「食と健康の講座」などで各家庭で簡単にでき
るときのはメニューレシピを紹介し、地域の方々とコミュニケーションを
はかる
レンタルスペース
・畳のワークショップ・読書講座
・地元の個人観光業者と連携し、外国人観光客に体験型講座を開設
外国人観光客に家庭料理メニューを提供し、日本食と日本文化の発信をし
ながら、体験型ワークショップをとうして、外国人観光客とコミュニケー
ションを図ることを目的とする

2か月に
1回

年間5回

月1回

月1回

春3回
秋3回

2020年まで

2021年までに
（完全予約制）

12 .アクションプラン・ＫＰＩ
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NO 実施事項 実施内容 現状値 目標値 時期・期限

４ 地域の居場所作り 認知症カフェ（コミュニケーションカフェ）
地域の65歳以上の高齢者の孤独を解消するために、「ときのは」で出
会い身内のような人と人との繋がりを持ち会話を楽しむ環境を作る
認知症ケア専門誌と連携し、軽度認知症の方と家族が安心して通える場
を開設する

月1回 2020年まで

５ 新商品開発 あまざけサブレ 甘酒と塩麹を使用。バター卵は不使用。
幼児や妊婦にも安心なお菓子の提供

道の駅
月80個

2020年まで

12 .アクションプラン・ＫＰＩ
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集合写真

今、元気な88歳のおしゃれな帽子をかぶったおじいちゃんが毎日、

コーヒーを飲むとほっとするということで来られます。おじいちゃ

んの家族は、近くに安心してコーヒーを飲めて、おしゃべり好きな

おじいちゃんが1人で来れることで、娘さんは喜んでいます。このお

じいちゃんは寝たきりの奥さんを介護されていています。

そんな人たちに悩みや不安を解消してもらい、家族が「ときのは」

に行ってたら、安心やな～と思ってもらえる場所になればと思いま

す。これからも、私達はお客様と触れ合える時間やお話をする時間

を大切にし、地域の見守りの場所として、昔ながらの温かいご近所

づきあいが今以上に深まり、地域の活性化と地域貢献できる店舗経

営を目指していきます

13. 「ときのは」に集まる人たち
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企業名 おうちごはんときのは

代表者 梅本千鶴・吉尾友美

創業 ２０１６年３月２１日

設立 ２０１６年３月2１日

資本金 ２００万円

事業内容 飲食業・レンタルスペース

年商 非公開

所在地
奈良県橿原市豊田町２９９の１２

電話 ０７４４－２２－００８１

FAX ０７４４－２２－００８１

URL
http://tokinoha.net

登録・免許
飲食店営業（弁当調理業を含む）
菓子製造業

主要得意先

非公開

沿革

2015.6～ カフェレストランでアルバイト

2015.9～11 橿原商工会議所「創業塾」で勉強する

2015.10 食品衛生責任者取得

2016.1 NPO法人空き家コンシェルジュで物件を借りる

2016.3 現在の地におうちごはんときのはを創業

2016.10 食生活アドバイザー習得

2016.10 ビジネスプランコンテスト 入賞

2016.12 認知症サポーター養成講座受講・資格習得

2017.3 ゆうドキッ！せんとくん通信出演

2017.4~9 産直所にてお弁当の販売

2017.9～12 産官学の連携事業参加（かしはら減塩弁当）

2017.10 きままに歩こ～く出演

2018.4 介護施設にお弁当配達開始

2018.6 ときのは遠足開始

2018.10 甘酒サブレ新商品開発

http://tokonoha.net/
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知的資産経営とは知的資産経営とは、従来バランスシートに記載されている資産以外の無形資産であり、企業における競争力の源泉である人材、技術、

技能、知的財産(特許、ブランドなど)、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には現れてこない、目に見えにくい経営資源の総称を意

味します。

よって「知的資産経営報告書」とは目に見えにくい経営資源すなわち非財務情報を債権者、株主、顧客、従業員といったステークホルダー(利害関係者)に

対し、知的資産を活用した企業価値向上に向けた活動(価値創造戦略)として目に見える形でわかりやすく伝え、企業の将来性に関する認識の共有化を図る

ことを目的に作成する書類です。経済産業省から平成17 年10 月に知的資産経営の開示ガイドラインが公表されており本報告書は原則としてこれに準拠

しています。

本知的資産経営報告書に掲載しました将来の、経営戦略及び事業計画並びに付帯事業見込みなどは、すべて現在入手可能な情報をもとに、当店の判断に

て掲載しています。そのため将来にわたり当社の取り巻く経営環境の変化によって、これらの記載内容等を変更すべき必要が生じることもあり、その際に

は本報告書の内容が将来実施または実現する内容と異なる可能性もあります。よって本報告書に掲載した内容や数値等を当店が将来に渡って保証するも

のでは無いことを十分にご了承願います。

作 成 者： おうちごはん ときのは（作成担当：梅本千鶴・吉尾友美）

作成支援：橿原商工会議所知的資産ワークショップ

アクセルコンサルティング株式会社 岡原慶高先生 石井規雄先生

〒 ６３４－０８４２

奈良県橿原市豊田町２９９－１２

TEL：０７４４－２２－００８１ FAX：０７４４－２２－００８１

URL：http://tokinoha.net e-mail  info@tokinoha.net

http://tokinoha.net/

