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Dates:Dates:
May 16 (Mon.) - 20 (Fri.), 2022May 16 (Mon.) - 20 (Fri.), 2022

LINE stickers of the KG Rainbow Week 
mascot Nijiro are now on sale to rave reviews.

Please check them out.In September 2010, Kwansei Gakuin came out with the “Building an Inclusive 
Community” statement (revised in March 2014) which celebrates diversity as a 
strength of community and aspires to be “a community without borders.” It states 
that all members of the community – students, pupils, kindergarteners, faculty, 
staff, alumni, and their families – have differences, not only according to sex and 
age, but also according to nationality, race, ethnicity, place of origin, primary 
language, religion, physical or mental characteristics, and sexual orientation. These 
differences need to be respected. The statement is an intentional commitment to 
create an environment where each individual member can manifest their inner 
strengths.

On the basis of this statement and in order to turn the campus into such an 
inclusive community, the university formulated the Basic Policy and Action 
Guidelines for the Realization of an Inclusive Community in April 2020.

“Coming out” is the word used when one tells another person their own sexual 
orientation (your preference of sexual partner) and sexual identity (the way you 
define your own sexuality). Has anybody ever come out to you before? They say 
that 8.9% of the population identify themselves as sexual minorities. That means 
that there are 1800 students at Kwansei Gakuin who would identify themselves this 
way (according to the 2018 Dentsu Survey). That means one out of every eleven 
people in your class or club activity would identify themselves as a sexual minority. 

You might claim that you have never met such a person, but the reality might be 
that you have in fact already met that person without knowing it. It is not an issue 
so far from home. There are many things that we can do to allow each person the 
freedom to live and be the person that they really are.

LGBTQ+:  Using the first letters for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer/
Questioning, this term is used to cover all sexual minorities, including 
non-binary, asexual, and others.

Rainbow:  The rainbow with six colors is a symbol used around the 
world to support the LGBTQ+ community.

View the Statement and Action Guidelines from here:
https://ef.kwansei.ac.jp/efforts/inclusive

Sponsored by the Institute for Human Rights Research and Education
Supported by the University Library, Kwansei Gakuin Broadcasting

Illustrated by: Iizuka Mosuo

This way 
to the sticker shop!

Student Club Activities
○ KG LGBT club Cassis E-mail: kg-lgbt@hotmail.com
 Twitter: (Nishinomiya Uegahara, Nishinomiya Seiwa) @cassis_LGBT
○ Sanda Cassis E-mail: cassissanda@gmail.com
　(KG LGBT club) Twitter: (Kobe-Sanda) @cassisssanda
○ HeForShe KG E-mail: heforshekg@gmail.com
 Instagram: heforshekg

The Institute for Human Rights Research and Education organizes lunch 
meetings at the Nishinomiya Uegahara and Kobe-Sanda campuses to offer 
students a chance to gather and share. We have lunch together and talk informally 
about various topics, including but not limited to sexuality. It is an inclusive space, 
open to all, no matter what your sexual identity, or even if you're unsure what your 
sexual identity is.

We invite those who are interested to contact us by email. You will be notified 
as to the specific time and place. We will also sponsor a meetup event during KG 
Rainbow Week.
E-mail: kg-lgbt@hotmail.com    Twitter: @cassis_LGBT

Lunch meetings *Currently on hold, but will be resumed depending on the COVID-19 pandemic situation.

On-campus Contact Information
＊Resources for those who would like to talk to a counselor
○Student Support and Counseling Office
 ・Nishinomiya Uegahara: Student Support Center (Student Services Center 3F) 0798-54-6114

 ・Kobe-Sanda: Student Support Center sub office (Academic Commons 2F) 079-565-9043

 ・Nishinomiya Seiwa: Student Support Center sub office (Building 2, 1F) 0798-52-4321

○Institute for Human Rights Research and Education (Yoshioka Memorial Hall 2F)
 E-mail: human-rights@kwansei.ac.jp　0798-54-6720

KG Rainbow Week Official Website and Social Media Accounts
○Homepage https://kgrainbowweek.com/
○Facebook https://www.facebook.com/kgrainbowweek/
○Instagram https://bit.ly/35NCMIQ

10thanniversary
「隠レインボー(かくれんぼ)」
　　　 　しなくてもいい関学へ～



PROGRAM� Schedule of Events

Opening Event Stair Wrapping  For a limited time, the stairs will be turned into rainbows.

Screening of Of Love & Law

Events for members of the LGBTQ+ community

Live Speaking Event with YouTuber Kazue-chan

Screening of The Fish with One Sleeve and Live Discussion with the Director and Lead Actor

10th Annual KGRW Panel Discussion

Panel Exhibit

Asking 10,000 KG Students!! Gender Awareness Survey

Let’s Learn More About LGBTQ+!

Diversity Quiz

Exhibit of Books Related to LGBTQ+

Exhibit of Picture Books Related to LGBTQ+
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Nishinomiya Uegahara Campus : May 16 (Mon.), 12:50 - 13:20
 on the Central Lawn (in case of rain, in the Central Auditorium).
 Speaking and performing: Kinki Trans Meeting

 *Kinki Trans Meeting’s official social media accounts
 Twitter: @kintra_cafe　　Facebook: @kintoraMTG

Nishinomiya Uegahara Campus: May 9 (Mon.) - 20 (Fri.). At the University Library, it will continue until the 29th (Sun.). 〈Planned〉
At the Student Union Building and University Library

KG Rainbow Week mascot
Nijiro

A documentary masterpiece that follows the lives of the show-off Kazu and the 
dependable Fumi, two lawyers who become a family, as well as others who fight for the 
right to live their lives true to themselves. (2017, 94 min.)
Nishinomiya Uegahara Campus: May 17 (Tue.) at the Library Hall. 1st screening at 13:20, 2nd screening at 17:00.

The meetup event is for members (or possible members) of the LGBTQ+ community only! The 
panel discussion is open to everyone. Please feel free to participate.
Meetup: May 18 (Wed.) 20:00 - 21:30 on Zoom
Panel discussion: May 19 (Thu.) 20:00 - 21:30 on Zoom
*This program has been organized 
  by the student groups Cassis and Q-Losik.

Lecturer: Kazue-chan (YouTuber)
Topic: The LGBTQ issues that I, as a gay man, seek to address on YouTube
Nishinomiya Uegahara Campus: May 20 (Fri.) 15:10 - 16:50 in Classroom 103 of Lecture Hall B 1F

A story of me living my life: 34 minutes that mark a humble yet firm step forward for 
transgender people. This highly discussed work has been gaining attention as the first 
film in Japan to feature a transgender woman in the lead role, selected from auditions of 
only transgender women. (2020, 34 min.)
Nishinomiya Uegahara Campus: May 19 (Thu.) at the Library Hall. 1st screening at 13:30, discussion at 14:10.
 2nd screening at 15:10.
Speakers: Shoji Tsuyoshi (director), Yu Ishizuka (lead actor)

With the title “The Past, Present and Future of KG Rainbow Week (KGRW),” this discussion 
will outline the origins and development of KGRW, look back on its activities over the last 
10 years and make recommendations for its future.
May 20 (Fri.) 18:00 - 20:00 on Zoom
Registration: Scan the QR code and enter the required information.
 You will receive an e-mail with event details.

Supported by: Kwansei Gakuin Broadcasting

Student Project

Free Entry

Free Entry

Lecture on human rights issues.

Student Project

Student Project

Student Project

In addition to messages from faculty and staff, INOCHI Respect and past survey results, 
the exhibit will show the 10-year history of KG Rainbow Week.
Nishinomiya Uegahara Campus: May 9 (Mon.) - 20 (Fri.) at the 1st floor entrance hall to the University Library
Nishinomiya Seiwa Campus: May 9 (Mon.) - 20 (Fri.) at Rippla Learning Commons in Building 2
Kobe-Sanda Campus: May 9 (Mon.) - 20 (Fri.) In front of Classroom 102 in Building II 1F, Classroom 401 in Building 
IV 4F, Classroom 201 in Building VI 2F, and the Information Hall in the Academic Commons 1F

The 10th Annual KGRW
KG Rainbow Week (KGRW) got its start in May 2013, and thanks to the support and participation 
of students, alumni, faculty and staff, we will celebrate the 10th KGRW in May 2022. The event 
was initiated to raise awareness of respect for the diversity of sexualities on campus, but has 
since expanded beyond awareness-raising to include social actions to actually improve the on-
campus situation, such as by establishing the Action Guidelines, changing restroom signage, and 
implementing SOGI training for new faculty and staff. We will continue our work so that the campus 
will become a truly inclusive community. Thank you for your continued support and participation.
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We would like to hear everyone’s opinions and experiences of LGBTQ+ topics. We would 
be so grateful for your participation!
Poster-type Yes/No questionnaire   May 9 (Mon.) - 20 (Fri.) 

at the Panel Exhibit and various locations in the university.
Google Form questionnaire   May 9 (Mon.) - 20 (Fri.) Please respond via the QR code.
 *This program has been organized by the student group HeForShe KG.

We’ve made six different posters based on the six colors that make up the rainbow flag. 
We will post them in dining halls and message boards around the university, so please 
keep an eye out for them!
Each campus: May 9 (Mon.) - 20 (Fri.)  Look to see where they’re posted!

*This program has been organized by the student group HeForShe KG.

Take a quiz to see how well you understand diversity. Aim to get seven or 
more correct!
May 9 (Mon.) - 20 (Fri.) at the panel exhibit and quiz website
 Take part in the quiz through the Rainbow Week website!

Nishinomiya Uegahara, Nishinomiya Seiwa and Kobe-Sanda Campus University Libraries: May 2 (Mon.) - 31 (Tue.)
Senior High School Library: End April - Mid-June
Senri International Campus Library: May 9 (Mon.) - 20 (Fri.)
*Only registered library users may browse and/or borrow materials.

Nishinomiya Seiwa Campus: May 9 (Mon.) - 20 (Fri.)
 In the toy and picture book room of the Kwansei Gakuin Childs Center
*Only Kwansei Gakuin students, Seiwa Junior College students, and university faculty and staff 
may browse and/or borrow materials.

If there is a large number of visitors, entry may be allowed on a first-come, first-served basis. 
We reserve the right to change or cancel the program content if required in order to prevent the 
spread of COVID-19. You can find the most up-to-date information on the website of the Institute 
for Human Rights Research and Education.
URL:https://www.kwansei.ac.jp/r_human

学内のトイレ改修に伴い、誰もが気兼ねなく使用で
きるように、これまでピクトグラムだけだった多目的
トイレに「多目的トイレ」という表示を、総務・施設管理
課が追加してくれました（2018年度は、西宮上ケ原
キャンパスの大学図書館および第4別館の2階以上の
階のトイレで追加）。今後、学内の多目的トイレにも随
時表示が追加されていく予定です。

トイレ改修

毎年4月に西宮上ケ原・西宮聖和・神戸三田の各
キャンパスで実施される学生のための定期健康診断
の案内の看板やリーフレット・ポスター・HPに、トラン
スジェンダーの方への個別受診を行っていることを
保健館が明記してくれました。
（写真は西宮上ケ原キャンパスの看板）

健康診断

新任の教職員に対して、毎年4月に人権教育研究室
が実施している人権研修のなかで、多様なセクシュア
リティの尊重についても説明するようになりました。

人権研修

KGRWを通したソーシャルアクション
2015・2016年度のKGRWの中で実施したWEB調査の結果を基に、
キャンパス内の多様性尊重のための働きかけを大学にしました。

主催：人権教育研究室
協力：大学図書館、総部放送局

人権教育研究室では、学生の交流の場として、西宮上ケ原キャンパスと神戸三田キャ
ンパスでお昼休みにランチ会をしています。みんなでお昼を食べながら、セクシュアリ
ティのことだけでなく、ゆるーくお話しています。セクシュアリティフリーなので、当事者
でも、そうでなくても、セクシュアリティに迷っていても、どんな人でも参加できます。
興味のある方は、メールでご連絡ください。日時・場所もメールで個別にお伝えしています。
関学レインボーウィーク期間中に交流会を実施します。

メール：kg.rainbowweek@gmail.com 
Twitter：@kg_rainbowweek

 

【 】
ランチ会のお知らせ

○関学LGBTサークルCASSIS メール： kg-lgbt@hotmail.com
 Twitter： （西宮上ケ原、西宮聖和）@cassis_LGBT
  （神戸三田）@cassisssanda

学内サークル

○URL：https://www.facebook.com/kgrainbowweek/

関学レインボーウィークFacebookアカウント

＊カウンセラーに相談したい場合はこちら…
○学生支援相談室 ・西宮上ケ原：総合支援センター（学生サービスセンター３階）
  0798-54-6114　　　　　　　　　
 ・神戸三田：総合支援センター分室（アカデミックコモンズ２階）
  079-565-9043
 ・西宮聖和：総合支援センター分室（２号館１階）
  0798-52-4321

○人権教育研究室（吉岡記念館２階） メール：human-rights@kwansei.ac.jp
   0798-54-6720

学内問い合わせ先

興味のある方は
ご連絡ください！

表紙デザイン：趙　許多（商4）

KG
rainbowweek

2017
第5回 関学レインボーウィーク

キャンパスに集う一人ひとりの個性や特性が尊重される関西学院を目指して、できること
を一緒に考えよう！

私が私のままでいられる関学へ！

2017.5.15  19 西宮上ケ原キャンパス
西宮聖和キャンパス 2017.5.22  26 神戸三田キャンパス

関学レインボーウィークに併せてLGBTに関するweb調査アンケートを行いました。2015年実

施では111名（内、当事者58名、非当事者53名）にご協力いただきました。結果、セクシュアリティ

を理由にするハラスメントや困難は、サークル・部活、授業などのキャンパスライフにおいて広く

存在していることがわかりました。

上記の結果は、セクシュアリティを揶揄される言動がキャンパス内で行われているにも関わら

ず、非当事者には気づかれず、見過ごされてしまっている可能性が高いことを表しています。した

がって、学院、そしてそこに集う私たち一人ひとりがキャンパスの風土や設備の改善に取り組む

必要があります。

2016年度の調査では、202名（内、当事者79名、非当事者118名、セクシュアリティの無回答5

名）にご協力いただきました。上記のほかにも、トイレや更衣室において男女別のみの設備に困難

をきたしていることがわかりました。詳しくはレインボーウィーク期間中にパネル展のパネルをご

覧ください。

（人権教育研究室）

アンケート調査結果を通して

主催：人権教育研究室　共催：インクルーシブ・コミュニティ促進委員会
協力：学生支援相談室、大学図書館、総部放送局、Crescent Party

ランチ会のお知らせ 

学内サークル

人権教育研究室では、学生の交流の場として、西宮上ケ原キャンパスと神戸三田キャンパスでお
昼休みにランチ会をしています。みんなでお昼を食べながら、セクシュアリティのことだけでなく、
ゆるーくお話しています。セクシュアリティフリーなので、当事者でも、そうでなくても、セクシュア
リティに迷っていても、どんな人でも参加できます。興味のある方は、メールでご連絡ください。日
時・場所もメールで個別にお伝えしています。関学レインボーウィーク期間中に交流会を実施し
ます。
メール：kg.rainbowweek@gmail.com 
Twitter：@kg_rainbowweek

学内問い合わせ先

○ 関学LGBTサークルCASSIS

興味のある方は
ご連絡ください！

メール：human-rights@kwansei.ac.jp
0798－54－6720

●  西宮上ケ原：総合支援センター（学生サービスセンター3階） 
　0798－54－6114
●  神 戸 三 田：総合支援センター分室（アカデミックコモンズ2階） 
　079－565－9043
●  西 宮 聖 和：総合支援センター分室（2号館1階） 
　0798－52－4321

○ 学生支援相談室
＊カウンセラーに相談したい場合はこちら…

○ 人権教育研究室(吉岡記念館2階)

メール：kg-lgbt@hotmail.com
Twitter :@cassis_LGBT

@cassissanda

関学レインボーウィークFacebookアカウント
○ https://www.facebook.com/kgrainbowweek/

 

例えば 2015 年度の調査では
「学生におけるセクシュアリティを揶揄される言
動の体験や見聞きの有無」を聞いたところ、当
事者の「ある」の回答の割合が高くなる傾向が
ありました。

教職員におけるものにおいても、当事者の「ある」
の回答が非当事者より高くなる傾向がありまし
た。

トイレ改修

健康診断

人権研修

学内のトイレ改修に伴い、誰もが気兼ねなく使用
できるように、これまでピクトグラムだけだった多
目的トイレに「多目的トイレ」という表示を、総務・施
設管理課が追加してくれました（2018年度は、西宮
上ケ原キャンパスの大学図書館および第4別館の2
階以上の階のトイレで追加）。今後、学内の多目的ト
イレにも随時表示が追加されていく予定です。

毎年4月に西宮上ケ原・西宮聖和・神戸三田の各
キャンパスで実施される学生のための定期健康診
断の案内の看板やリーフレット・ポスター・HPに、ト
ランスジェンダーの方への個別受診を行っている
ことを保健館が明記してくれました。
（写真は西宮上ケ原キャンパスの看板）

新任の教職員に対して、毎年4月に人権教育研究
室が実施している人権研修のなかで、多様なセク
シュアリティの尊重についても説明するようになり
ました。

KGRWを通したソーシャルアクション
2015・2016年度のKGRWの中で実施したWEB調査の結果を基に、
キャンパス内の多様性尊重のための働きかけを大学にしました。

主催：人権教育研究室
協力：大学図書館、総部放送局

人権教育研究室では、学生の交流の場として、西宮上ケ原キャンパスと神戸三田キャ
ンパスでお昼休みにランチ会をしています。みんなでお昼を食べながら、セクシュアリ
ティのことだけでなく、ゆるーくお話しています。セクシュアリティフリーなので、当事者
でも、そうでなくても、セクシュアリティに迷っていても、どんな人でも参加できます。
興味のある方は、メールでご連絡ください。日時・場所もメールで個別にお伝えしています。
関学レインボーウィーク期間中に交流会を実施します。

メール：kg.rainbowweek@gmail.com 
Twitter：@kg_rainbowweek

 

○関学LGBTサークルCASSIS メール： kg-lgbt@hotmail.com
 Twitter： （西宮上ケ原、西宮聖和）@cassis_LGBT
  （神戸三田）@cassisssanda

学内サークル学内サークル

○URL：https://www.facebook.com/kgrainbowweek/

関学レインボーウィークFacebookアカウント関学レインボーウィークFacebookアカウント

＊カウンセラーに相談したい場合はこちら…
○学生支援相談室 ・西宮上ケ原：総合支援センター（学生サービスセンター３階）
  0798-54-6114　　　　　　　　　
 ・神戸三田：総合支援センター分室（アカデミックコモンズ２階）
  079-565-9043
 ・西宮聖和：総合支援センター分室（２号館１階）
  0798-52-4321

○人権教育研究室（吉岡記念館２階） メール：human-rights@kwansei.ac.jp
   0798-54-6720

学内問い合わせ先学内問い合わせ先

興味のある方は
ご連絡ください！

ランチ会のお知らせランチ会のお知らせ

表紙デザイン：

　 関学レインボーウィークオープニングイベント
　日時  5 月 11 日月昼休み 12:40～13:30
　場所  西宮上ケ原キャンパス中央芝生 ( 時計台前 )

　 パネル展示
・KG RAINBOW PROJECT～教職員からのメッセージあつめました～
・いのちリスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン
　 http://goo.gl/f0Cruv
　日時  5 月 11 日月～5月 1 5 日金
　場所  上ケ原キャンパス関西学院大学図書館エントランス
 　神戸三田キャンパスアカデミックコモンズ　インフォーメーションホール

　西宮聖和キャンパス　山川記念館２階チャペル横フロアー

　 映画上映『チョコレートドーナツ』(2012 年アメリカ )
　日時 5 月 12 日火 16:50～19:00
　場所 関西学院大学図書館ホール ( 大学図書館 B1階 )

学内問い合わせ先
●人権教育研究室
( 吉岡記念館２階 )
human-r ights@kwansei .ac . jp
０７９８－５４－６７２０

●学生支援相談室
○西宮上ヶ原：総合支援センター
（学生サービスセンター３階）
０７９８－５４－６１１４
○神戸三田：総合支援センター分室
（アカデミックコモンズ２階）
０７９－５６５－９０４３
○西宮聖和：総合支援センター分室
（１０号館２階）
０７９８－５２－４３２１

関学レインボーウィークスケジュール

主催　人権教育研究室

共催　学生支援相談室

　　　インクルーシブ・コミュニティ促進委員会

学内サークル
●関学 LGBT サークル CASSIS
kg-lgbt@hotmail .co. jp
http://kggc.blog102.fc2.com/

kg_rainbowweek@gmail .com
@kg_rainbowweek

関学レインボーウィーク
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第 3 回　関 学 レ イ ン ボ ー ウ ィ ー ク　開 催！

2 0 1 5 . 5 . 1 1 ～ 1 5

キャンパス内の虹のような多様な「カラー」

を認め合い、誰にとってもいきやすい「学

びの共同体」を目指すことを宣言した関西

学院。そのために、あなたは何をしますか？

ランチ会のお知らせ
人権教育研究室では、学生の交流の場としてお昼休みに
ランチ会をしています。みんなでお昼を食べながら、セ
クシュアリティのことだけでなく、ゆるーくお話してい
ます。セクシュアリティフリーなので、当事者でも、そ
うでなくても、セクシュアリティに迷っていても、どん
な人でも参加できます。興味のある方は、メールまたは
ツイッタ̶でご連絡ください。日時・場所は、メールま
たはツイッタ̶で個別にお伝えしています。

関学レインボーウィーク期間中に交流会を実施し
ます。興味のある方はご連絡ください！

アンケートのお知らせ
関西学院大学における LGBT 等の性的マイ
ノリティの現状を把握するためアンケート
調査を実施しています。
詳細はこちら　http://goo.gl/fBdacF

トイレ改修
学内のトイレ改修に伴い、誰もが気兼ねなく使用

できるように、これまでピクトグラムだけだった多
目的トイレに「多目的トイレ」という表示を、総務・施
設管理課が追加してくれました（2018年度は、西宮
上ケ原キャンパスの大学図書館および第4別館の2
階以上の階のトイレで追加）。今後、学内の多目的ト
イレにも随時表示が追加されていく予定です。

行動指針
　学内の各部署に多様性尊重の働きかけをする中
でインクルーシブコミュニティ宣言にもとづく行動
指針を設定する必要性を痛感し、3年にわたる協議
を経て、2020年4月に「インクルーシブコミュニティ
実現のための基本方針と行動指針」を学院から発
表してもらいました。

人権研修
新任の教職員に対して、毎年4月に人権教育研究

室が実施している人権研修のなかで、多様なセク
シュアリティの尊重についても説明するようになり
ました。

インクルーシブコミュニティ
実現のための基本方針と行
動指針はこちらからご覧いた
だけます。

KGRWを通したソーシャルアクション
2015・2016年度のKGRWの中で実施したWEB調査の結果を基に、
キャンパス内の多様性尊重のための働きかけを大学にしました。

主催：人権教育研究室
協力：大学図書館、総部放送局

人権教育研究室では、学生の交流の場として、西宮上ケ原キャンパスと神戸三田キャ
ンパスでお昼休みにランチ会をしています。みんなでお昼を食べながら、セクシュアリ
ティのことだけでなく、ゆるーくお話しています。セクシュアリティフリーなので、当事者
でも、そうでなくても、セクシュアリティに迷っていても、どんな人でも参加できます。

興味のある方は、メールでご連絡ください。日時・場所もメールで個別にお伝えしています。
関学レインボーウィーク期間中に交流会を実施します。

メール：kg-lgbt@hotmail.com 
Twitter：@cassis_LGBT

 

○関学LGBTサークルCASSIS メール： kg-lgbt@hotmail.com
 Twitter： （西宮上ケ原、西宮聖和）@cassis_LGBT
  （神戸三田）@cassisssanda
○HeForShe KG メール： heforshekg@gmail.com
 instagram：heforshekg

学内サークル学内サークル

○URL：https://www.facebook.com/kgrainbowweek/

関学レインボーウィークFacebookアカウント関学レインボーウィークFacebookアカウント

＊カウンセラーに相談したい場合はこちら…
○学生支援相談室 ・西宮上ケ原：総合支援センター（学生サービスセンター３階）
  0798-54-6114　　　　　　　　　
 ・神戸三田：総合支援センター分室（アカデミックコモンズ２階）
  079-565-9043
 ・西宮聖和：総合支援センター分室（２号館１階）
  0798-52-4321

○人権教育研究室（吉岡記念館２階） メール：human-rights@kwansei.ac.jp
   0798-54-6720

学内問い合わせ先学内問い合わせ先

ランチ会のお知らせランチ会のお知らせ

LINEスタンプ販売決定‼LINEスタンプ販売決定‼
KGレインボーウィークマスコットキャラク

ター「にじろー」がLINEスタンプになりました。
この機会にぜひチェックしてみてください。

スタンプショップは
こちら‼

Use the 
QR code 

at the right 
to register.


