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◆CEATEC ONLINE 2021 開催概要

〈CEATEC 開催概要〉
Society 5.0の実現に向けたあらゆるソリューションや製品全般をはじめ、特定の分野や産業、マーケットを
革新的に変革するソリューションや製品、さらには、Society 5.0の実現を支える電子部品や電子デバイス
およびソフトウェアなどのテクノロジーのすべてが一堂に会します。

オンライン活用型販路開拓支援事業ハンズオン支援（展示会出展コース）の支援企業8社及び公社が
「CEATEC 2021 ONLINE」に共同出展いたしました。各出展企業の展示内容を紹介いたします。

・アールシーソリューション株式会社
・アライン株式会社
・株式会社ウルトラエックス
・株式会社エイアールティ

・株式会社M2モビリティー
・クリムゾンテクノロジー株式会社
・株式会社 進鳳堂
・株式会社スタッフ

共同出展企業一覧

CEATEC 2021 ONLINEに中小企業8社及び公社が共同出展！
出展内容をご紹介します！

https://www.ceatec.com/


◆CEATEC 2021 ONLINE 出展アフターレポート

アールシーソリューション株式会社

災害発生時の社会貢献、備えは万全でしょうか？「防災クラウド」を利用すれば、社会の安心・安全への貢献を実現することが
可能です。
社会貢献は全ての企業の重要な課題です。災害時に御社のデジタルサイネージをリアルタイムな情報提供ステーションにすること
は解決策のひとつです。
緊急地震速報、津波速報、噴火速報、気象警報といった大切な情報をいち早くプッシュ通知で伝え、日本語はもちろんのこと、
英語、中国語、韓国語やベトナム語等14か国語でお知らせします。
デジタルサイネージ以外にも様々なデバイスへの情報提供が可能です。
利用者500万人のアプリ「ゆれくるコール」の開発・運用を10年以上続けてきた知見を活かし、お客様のサービスが社会の安心・
安全に貢献できるよう、全力でサポートします。

【お問合せ】 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-14-21 双英ビル3F
TEL：03-5386-6571
WEBサイト：https://www.rcsc.co.jp/

◆ブース来場者数(人)

◆出展ページイメージ

防災クラウドとは、地震や津波などの災害情報を15言語で配信するサービスです。

・訪日外国人向けニュースアプリへの災害情報のプッシュ通知
・ホテルや旅館等の客室テレビに多言語で施設周辺の警報・速報を自動で表示
・オフィスや避難所のサイネージへ周辺の災害情報を表示

など、ご利用方法はさまざまです。インターネットに繋がっていればどんなものでも情報取得可能です。防災クラウドは企
業様のサービスに社会貢献という新たな付加価値をご提供します。

【お客様の現行のサービスにも提供できます】
WebAPIのご提供により外部のソフトウェアでのシステム利用が可能になりました。それにより企業様がお持ちのアプリ
ケーションサービス等でも、弊社のシステムによる災害情報の配信が可能になります。スマホアプリ、Webサイト、デジタル
サイネージ、STBアプリ、など様々な機器に情報を表示することができます。

地震情報、津波警報、気象警報、噴火警報、熱中症情報、台風情報、天気予報（短期予報、週間予報）の情
報の配信、さらにプッシュ通知の配信にも対応しています。

また、15言語に対応しているので、外国人向けに災害情報を発信できることも大きな魅力です。
お申し込みからご利用まで短期間での導入、リーズナブルな価格でご提供します。ぜひ防災クラウドの導入をご検討くだ
さい。

◆出展製品説明：防災クラウド

◆ページ内掲載動画視聴URL
・防災クラウドのご紹介：https://youtu.be/JKUzpFGTB4U

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 合計

152 125 152 144 573

https://www.rcsc.co.jp/
https://youtu.be/JKUzpFGTB4U


◆CEATEC 2021 ONLINE 出展アフターレポート

アライン株式会社

2018年設立の当社は「テクノロジーの社会実装を加速する」を企業理念に掲げ、共創型DXコンサルティングを通じて顧客の業
務改革と事業成⻑に取り組んでいます。
特にGCP(Google Cloud Platform)を利用したビッグデータの蓄積・分析等のノウハウと、データに基づく事業の高度化ノウハウ
を有しています。
最近では社外のデータ（外部データ）を活用した業務の省力化・高度化・自動化に取り組んでおり、様々な業務シーンに合わ
せた設計・実装までトータルでサポートしています。

【お問合せ】 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1日土地ビル2F
TEL：050-3595-1318
WEBサイト：https://www.aligns.co.jp

◆ブース来場者数(人)

◆出展ページイメージ

ソトミルは、SNS・イベント・気象データなど、まだ十分活用されていない外部データをリアルタイムに取得・蓄積して、API
で提供するサービスです。
食品流通における受発注や在庫管理業務の高度化、AIによる需要予測システムの精度向上などでご利用頂けます。

【SNSデータの利用例】
Twitterのつぶやきから商品の反響をリアルタイムに取得する

【インベントデータの利用例】
Googleマップで表示と検索を行う

【気象データの利用例】
最高気温からアイスの販売数を予測・通知する

ソトミルは、APIだけを提供してお客様のシステムと連携する方法と、各種カスタマイズと一緒に提供する方法の、2つの
導入方法があります。
また、サポートサービスとして、コンサルティング、データ分析、効果測定などトータルでご支援しています。

◆出展製品説明：外部データ提供サービス「ソトミル」

◆ページ内掲載動画視聴URL
・ソトミル概要：https://www.youtube.com/embed/w-SRURHSQ2I

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 合計

153 127 133 168 581

https://www.aligns.co.jp/
https://www.youtube.com/embed/w-SRURHSQ2I


◆CEATEC 2021 ONLINE 出展アフターレポート

株式会社ウルトラエックス

ウルトラエックスではPCメーカー様でご採用いただく「PC検査ツール」、PCリユース企業様でご採用いただく「データ消去ツール」を中
心に開発・提供を行っております。
自社での開発にこだわり、お客様のニースにお応えすべく、歴史的なテクノロジーから最新テクノロジーまでエンジニアひとりひとりが
日々研究し、新しい製品を生み出しています。
創業から20年、これまで培った技術を活かしたPCのライフサイクル（開発から製造、サポート、リユース）に沿った幅広いソリュー
ションをご用意しております。

【お問合せ】 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-17 スリーセブンビル8F
TEL：03-5823-5620
WEBサイト：https://www.uxd.co.jp/

◆ブース来場者数(人)

◆出展ページイメージ

PCの廃棄・リユース・リサイクルにおいて、今や必須となった「データ消去ツール」のご紹介です。
PCのドライブ上に無意味なデータを上書きすることにより、個人情報等の重要情報を消去し、PCを安全に廃棄・リユー
スを行うことが可能となります。
当社のデータ消去ツールは、第三者機関の技術認証を受けた安全性の高いデータ消去ソフトウェアであることはもちろん、
機器やドライブによって「動かない」「消せない」を極力発生させない対応範囲の広い消去ソフトウェアであることが特徴で
す。

【ウルトラエックスの消去技術】
◆ 消去技術認証を受けた安全なデータ消去
「FlashErase」は、データの適正消去が実行されたことを証明するための第三者機関である「データ適正消去実行証
明協議会（ADEC）」の消去技術認証を取得した安心・安全なデータ消去ツールです。
◆ 世界初の消去レベル（ Purge ）認証を取得
第三者機関（ADEC）において、当社のデータ消去ツール「FlashErase」がPurge消去の認証を取得いたしました。
自社開発という強みを生かし、常に高い消去技術力をご提供いたします。
◆ データ消去追跡管理システム(ETTMS)対応
PCの回収から廃棄処理が完了するまですべての作業工程を一元管理できるシステムです。情報機器の取扱いに対す
る昨今の方針に合わせ、他にはないハイレベルな運用をサポートいたします。

◆出展製品説明：データ消去ツール

◆ページ内掲載動画視聴URL
・データ消去ツール「FlashErase」：https://youtu.be/Gau2Ej1FWNM
・データ適正消去実行証明協議会「ADEC」：https://youtu.be/T3dccY7TwZE
・データ消去証跡の追跡管理システム「ETTMS」：https://youtu.be/fE1HpXPMSlU
・Windowsバックアップ/展開ツール「ImageMaker」：https://youtu.be/eKtLL_rLOxM

◆その他出展製品
・PCバックアップ/復元ツール

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 合計

133 128 93 107 461

https://www.uxd.co.jp/
https://youtu.be/Gau2Ej1FWNM
https://youtu.be/T3dccY7TwZE
https://youtu.be/fE1HpXPMSlU
https://youtu.be/eKtLL_rLOxM


◆CEATEC 2021 ONLINE 出展アフターレポート

株式会社エイアールティ

ARTは、様々なソフトウエアビジネスを経験した経営者と技術者を中心に、２００９年に設立されました。設立以来、10年以
上にわたって、車載のシステムテスティングサービスを始め、スマートフォンやインターネット系のアプリケーション開発、CADなどのグラ
フィック系の開発など、多岐にわたるIT関連の受託サービスをお客様に提供してまいりました。２０１９年には、ものづくり補助金
を活用して、車載系デジタルコックピット開発ツール「VCD」システムを完成させ、本年はこれをさらに拡張して、グラフィカルユーザイ
ンターフェース、GUIに特化した受託開発サービスを開始いたしました。本サービスは、東京都中小企業振興公社 中小企業
ニューマーケット開拓支援事業の支援対象製品です。(但し、公社は製品の効能効果を保証するものではありません)

様々なシステムテスティングサービスや受託開発、さらには独自パッケージを活用したGUI開発など、多方面からお客様の生産性
向上に貢献する、ARTの受託サービスを是非ご検討ください。

【お問合せ】 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4704 三留ビル302
TEL：045-482-7791
WEBサイト：http://www.artinc.co.jp

◆ブース来場者数(人)

◆出展ページイメージ

車載系デジタルコックピット開発用システム「VCD」をGUI開発が可能になるように機能拡張を行いました。

この「VCD」システムを活用することによって、Windowsの統合開発環境IDEに依存しないGUI開発が行えます。その
為GUI開発環境が乏しく実装に手間のかかる「Raspberry Pi」に代表されるLinux系機器や IoT機器においても、
映像や2D/3D CG、更にはアニメーションなどを活用した独創的で高品質なGUI開発が可能になりました。

是非、当社のGUI受託開発サービスをご検討ください。

◆出展製品説明：貴社の電子機器にCOOLなGUIを簡単実装。 独自の「VCD」システムで
独創的で高品質なGUIの受託開発サービスをお約束いたします

◆ページ内掲載動画視聴URL
・企業ブース：https://www.youtube.com/embed/Ct2W1JFGvFY
・貴社の電子機器にCOOLなGUIを簡単実装。 独自の「VCD」システムで独創的で高品質なGUIの
受託開発サービスをお約束いたします：https://www.youtube.com/embed/KV1vGC42Gjk
・ARTのシステムテストサービスは車載システムからスマートフォンアプリまで 幅広くカバーします。：
https://www.youtube.com/embed/QmcKzt2xIRU
・ARTの受託開発サービス：https://www.youtube.com/embed/mTR7tErJSCM

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 合計

140 121 149 150 560

http://www.artinc.co.jp/
https://www.youtube.com/embed/Ct2W1JFGvFY
https://www.youtube.com/embed/KV1vGC42Gjk
https://www.youtube.com/embed/QmcKzt2xIRU
https://www.youtube.com/embed/mTR7tErJSCM


◆CEATEC 2021 ONLINE 出展アフターレポート

株式会社M2モビリティー

株式会社M2モビリティーは2012年に創業し、当初より海外の優れたIT製品、企業の調査から輸入、販売、保守までを手掛け
ています。可能な限り業界のオンリーワン製品を目指し、現在でもほぼ100%が海外製品です。

4年前より将来の「非接触」技術の進展を見据え、海外製品の調査、評価、テストマーケティング等を行ってきました。昨年コロナ
対策向けに「検温タブレット端末」の販売を始め、今後はその顔認証技術を活かした、安価で高性能なソリューションの提供を目
指します。今回は顔認証とセキュリティゲートによる100%非接触、無人化ソユーションをご提案します。安価な製品から、カスタ
ムできる製品まで幅広く製品を取り揃えています。

【お問合せ】 〒140-0013 東京都品川区南大井3-26-5 カジュールアイディー大森15 1F
TEL：03-5749-7157
WEBサイト：https://www.m2mobi.jp

◆ブース来場者数(人)

◆出展ページイメージ

◆その他出展製品
・顔認証連携簡易ゲート装置（M） ・金属探知機+顔認証フラッパーゲート(4-in-1）製品
・グローバルスタンダードセキュリティゲートGunnebo ・フルカスタム可能なセキュリティーゲートCominfo

「顔認証連携簡易ゲート（EGゲート）」は弊社が昨年販売を開始した「第２世代顔認証サーマルタブレット端末」
M2RV10の顔認証機能と片袖型の簡易ゲート装置を連携したものです。特徴はその反応速度と価格です。
下記動画でもわかるように顔認証は瞬時に完了し、ゲートも瞬時に開放されます。出口側には非接触型の赤外線セン
サーでボタンに手をかざすだけで瞬時に反応します。
従来自動ゲートは非常に高価で簡単に購入や設置ができませんでしたが、今回発売する簡易ゲート装置は顔認証
サーマルタブレット端末が付属して298,000円（税、工事別）と大変導入しやすい価格に設定しています。今まで
人を張り付ける必要があった場所も本ゲートで置き換えることができ、常時から必要な際の対応だけで済みます。
人が介在しないことから、感染症リスクの低減にも繋がります。また万一高熱者がいた場合も物理的なバーがあることで
抑止効果が得られます。

＜こんなシーンで＞
1.事務所の出入り口 2.各階の出入り口 3.搬入口 4.病棟入口 5.工事現場 6.セルフレジ出口

など利用場所は無限大

◆出展製品説明：顔認証連携簡易ゲート装置（S）

◆ページ内掲載動画視聴URL
・顔認証連携簡易ゲート：https://www.youtube.com/watch?v=QLo44OHxEoA

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 合計

183 147 191 201 722

https://www.m2mobi.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=QLo44OHxEoA


◆CEATEC 2021 ONLINE 出展アフターレポート

クリムゾンテクノロジー株式会社

音楽配信事業（データアグリケーション）、開発受託事業、新規事業のAIエンターテインメント関連事業を展開中。特に近年は、
AIリアルタイム声質変換技術と、生体信号を利用し感情モデルに合致したAI自動作曲を行う技術の開発およびサービス展開に
力を入れています。

【お問合せ】 〒154-0001 東京都世田谷区池尻2-37-2
TEL：050-3816-7190
WEBサイト：https://crimsontech.jp/

◆ブース来場者数(人)

◆出展ページイメージ

話者の声を多様なキャラクターや人物の音声へリアルタイムで変換することを可能にする業界初のAI声質変換ソリュー
ション「Voidol」。

Voidolを使えば、あなたの声を人気キャラクターや有名人などの声に変えることができるようになります。

同社ではこのソフトウェア版を、動画配信者やコンテンツ制作者などの一般ユーザー向けに販売しており、Amazonや
Mac App Storeなどの各ストアで販売ランキング一位の獲得実績があります。

法人様向けには、アトラクションのショー・ナレーターや遠隔地での接客時の声質変換などの分野で技術提供を行ってお
り、様々な導入例があります。

今回のCEATECで新発表となる「Voidol2」で は、従来のVoidolから飛躍的なバージョンアップを遂げ、話者の声を特
定の人物やキャラの声に変換できるAI変換モードに加えて、35種類以上のパラメーターを自ら設定して自在にボイス
チェンジできるSYNTH変換モードを実装しました。さらにサンプラー機能など配信に役立つ機能を備え、近年ますます拡
大する声質変換のニーズに対応しています。

ソフトウェア開発用のSDK提供やハード機材への組み込みなど幅広い形式で提供可能です。どうぞご遠慮なくご相談く
ださい。

◆出展製品説明：Voidol2

◆ページ内掲載動画視聴URL
・Voidol2のご紹介：https://www.youtube.com/watch?v=dL39i9LDwQ8

◆その他出展製品
・brAInmelody

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 合計

159 137 165 186 647

https://crimsontech.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=dL39i9LDwQ8


◆CEATEC 2021 ONLINE 出展アフターレポート

株式会社進鳳堂

進鳳堂は、主に、語学スクール（GOGAKUDO）、教育教材作成・販売、文化普及教育を行なう教育事業者です。
新しい教育イノベーションのアプローチとして、リアルタイム生体信号解析による集中力や習熟度の可視化を通して、教育の未来と
人間力の可能性を最大化に寄与する生体信号解析SmartEdTechシステム「BRAIN LANGUAGE（ブレインランゲージ）」
の開発・販売を行っております。

【お問合せ】 〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14-208
TEL：03−3445−6046
WEBサイト：https://shinhodo.co.jp/

◆ブース来場者数(人)

◆出展ページイメージ

BRAIN LANGUAGE（ブレインランゲージ：共同特許出願中）は、教育の未来と人間力の可能性を最大化する生体信号
解析SmartEdTechシステムです。「教育」に特化したリアルタイム生体信号解析による集中力と習熟度の可視化で、教育イ
ノベーションのサポートを行います。
このシステムは、
①パーソナル情報や語学学習習熟度を可視化できるリアルタイムパーソナル生体信号解析
②学習効果を飛躍的に高める生体信号解析の見地からの最適な学習レコメンデーション
③教育事業者が持つサービスの価値と効果を可視化し、生体信号解析データを活用したブランディングサポートを可能にします。

今回のCEATECで展示をしたBrain Language （教育サポート用生体信号解析システム）の特徴は、
●「語学教育に特化している生体信号解析サービス
このシステムの開発アイデアは、語学スクールを運営と教材販売において、改善すべき市場課題とサービスブランディングの課題
を解決するために考案されています。
●語学教育現場の声を凝縮
多くの語学教授法に優れた知見を持つスタッフが多数在籍する弊社は、あるべき教育市場の理想論、現場の講師と生徒の声、
語学スクール経営等のリアルな声を融合させたからこそ可能になったシステム開発コンセプトになります。
●教育市場でも注目が集まる「集中力」の概念に注目
パーソナル教育が盛んになる中で、生体信号解析により自己の過去現在未来を新しいアプローチで「可視化」することで、教育
市場に新しいイノベーションをもたらします。
●「過去」ではなく、「未来」の可能性に焦点
今までの「過去」の能力及び教育スコアの可視化だけではなく「未来」の可能性の可視化に力点を置いております。教育の未来
と人間の可能性の最大化に貢献します。

弊社製品HPはこちら https://brain-language.com/product

上記事業においては、株式会社
進鳳堂の 「習熟加速度を高める生体信号解析による英会話理解度判定事業」は、（公財）東京都中小企業振興公社
から「事業可能性あり」と評価されました。
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/hyoka/kigyo.html

◆出展製品説明：Brain Language （教育サポート用生体信号解析システム：共同特許出願中）

◆ページ内掲載動画視聴URL
・Brain Language：https://www.youtube.com/watch?v=_IrJJLGHvSI

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 合計

184 135 137 199 655

https://shinhodo.co.jp/
https://brain-language.com/product
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/hyoka/kigyo.html
https://www.youtube.com/watch?v=_IrJJLGHvSI


◆CEATEC 2021 ONLINE 出展アフターレポート

株式会社スタッフ

「断らないものづくり会社」製品設計から試作/小ロット量産まで様々な製品開発を受託
製品開発にまつわる様々なお困りごとに対し、回路・基板・ソフト・機構設計者と、あらゆる加工法に精通しているものづくりスペ
シャリストチームが、設計～試作、量産まで、ワンストップでトータルソリューションを提供します。
過去30年以上の⻑きにわたり民生分野から産業機器・医療機器・車載機器など様々な業界の製品開発サポートを続けてきた
経験をもとに、お客様の納期・コスト・品質要望への最適な解決策を提示するだけでなく、VE提案など、先回り型の提案を心掛
けております。
ものづくりにおいては、切削、板金、3Dプリンタなど一点、一個の試作加工から、簡易金型での数百～数千単位の生産が得意
です。

【お問合せ】 〒530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7 清和梅田ビル8F
TEL：0120-39-0708
WEBサイト：https://www.rd-stuff.com/

◆ブース来場者数(人)

◆出展ページイメージ

IoT、自動車、ヘルスケア関連のハード・ソフト開発設計から試作、製品化までをワンストップでスピーディーに実現。小
ロット量産での開発リードタイム短縮やイニシャルコスト低減につながる多くのノウハウを持ち、ベンチャーや新規事業担当
者からもご相談を多数頂いております。
製品開発にまつわる様々なお困りごとに対し、回路・基板・ソフト・機構設計者と、あらゆる加工法に精通しているもの
づくりスペシャリストチームが、設計～試作、量産まで、強力にトータルサポート。
過去30年以上の⻑きにわたり民生分野から産業機器・医療機器・車載機器など様々な業界の製品開発サポートを
続けてきた経験をもとに、お客様の納期・コスト・品質要望への最適な解決策を提示するだけでなく、VE提案など、先
回り型の提案を心掛けております。
製品開発はもちろん、その後の保守対応まで、サポート体制は万全です！
下記ページにて、オープンイノベーションやスタートアップの製品開発実績を多数ご紹介中⇩⇩⇩

製品実績 ご紹介ページ：https://www.rd-stuff.com/service/performance.html

◆出展製品説明：製品開発トータルソリューション（回路設計・基板設計・機構設計・
ソフトウェア開発・基板試作・筐体試作・簡易金型・量産）

◆ページ内掲載動画視聴URL
・製品開発を始めよう：https://youtu.be/Npqd2IJ6Mpk
・簡易金型：https://youtu.be/f7ZeJ5BGAhw
・開発設計体制：https://youtu.be/Q-ucFul8vrI
・部品加工、基板製造：https://youtu.be/9UTrFJJjEEA
・TISPY2：https://youtu.be/wP5pO2IvL5o

◆その他出展製品
・学習型IoTアルコールガジェット「TISPY2」

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 合計

195 180 180 201 756
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◆CEATEC 2021 ONLINE 出展アフターレポート

公益財団法人東京都中小企業振興公社

東京都中小企業振興公社は東京都と連携して、中小企業を対象に幅広いサービスを展開する公的機関です。
特徴１：企業の成⻑ステージに合わせた100を超える支援メニューがあります。
特徴２：支援メニューは原則無料でご利用いただけます。※一部有料もございます。
特徴３：豊富な助成金メニューをラインナップ、中小企業のみなさまの資金調達をサポートします。
本展示会では、販路開拓に関する支援メニューをご紹介しております。是非展示チャンネルをご覧ください。

【お問合せ】 〒101-0024 千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル9F
TEL：03-5822-7234
WEBサイト：http://www.tokyo-kosha.or.jp

◆ブース来場者数(人)

◆出展ページイメージ

◆ページ内掲載動画視聴URL
・公社紹介動画：https://youtu.be/_epTg1_YYwk
・国内販路支援：https://youtu.be/5UnPSnLhXlA
・海外展開支援：https://youtu.be/ExBMOVv6Jww

◆出展製品説明：国内販路開拓支援

＜オンライン活用型販路開拓支援事業＞
オンラインを取り入れた新しいスタイルの営業活動の実現を目指す都内中小企業の皆様に向けて、
下記の支援を実施しています。

・普及啓発セミナー
・オンライン販路開拓マスター講座（基礎編・実践編）
・専門家による個別支援（ハンズオン）
・オンライン商談会

＜中小企業ニューマーケット開拓支援事業＞
本事業では、自社の優れた製品・サービスの販路開拓を豊富な営業経験を持つ専門家がサポートします。

・マーケティング戦略策定支援
開発した製品（試作品等）をマーケティング戦略やテストマーケティングを行いながら、戦略策定のノウハウの習得ができ、
更に製品の完成度を高めることができます。

・販路開拓実践支援
売込先をご紹介してビジネスマッチングの場を創出しながら、収益力の向上ができ、更にプレゼン能力や営業人材を
強化することができます。

10月19日 10月20日 10月21日 10月22日 合計

97 83 90 87 357
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