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1. 析沙拭辞 持醗馬澗 須厩昔税 什闘傾什
斥寿廃 発井拭辞 込嬢蟹檎 毘級陥壱 汗晦惟 桔艦陥.
須厩拭辞 人辞 析沙拭辞 持醗馬澗 紫寓税 井酔, 歯稽錘 昔娃淫域研 幻級嬢醤 馬壱
惟陥亜 陥献 源, 庚鉢, 柔淫, 紫噺舛室拭 企誓背醤 杯艦陥.
暁廃, 須厩昔戚虞澗(析沙昔戚 焼艦虞澗) 依幻生稽 汝骨馬惟 企酔閤走 公敗生稽 昔背
雁伐馬澗 井酔亀 赤澗 依 旭柔艦陥.
昔娃精 持醗税 食君 舌檎拭辞 陥丞廃 什闘傾什研 汗晦走幻 須厩昔精 析沙昔引税
「託戚」研 設 戚背閤走 公廃陥暗蟹 切奄切重亀 設 社鉢獣徹走 公敗生稽 昔背 希錐 笛
什闘傾什研 汗晦壱 赤澗 依戚 繕紫研 搭背 蟹展概柔艦陥.
暁廃, 須厩昔級晦軒亀 紫叔精 設 紫瑛奄 嬢形錘 紫寓亀 朕溝艦銅紗拭辞 淫域研 亜走走
省生檎 照鞠奄 凶庚拭 什闘傾什研 閤澗 井酔亀 赤澗 依 旭柔艦陥.
森研 級檎
切重戚 馬壱 粛精 剰奄亜 設 穿含戚 照鞠辞 促装戚 貝陥.
昔紫研 馬形壱 雌企号税 倖拭 願生檎 且空陥暗蟹 夙嬢廃陥.
析沙昔引 旭精 舛亀稽 暁澗 益 戚雌生稽 伸宿備 析馬澗汽亀 析沙昔戚 焼艦虞澗 戚政稽
榎号 昔舛閤走 公馬壱 切重聖 硝焼匝 凶猿走 獣娃戚 杏鍵陥.
切重税 持醗幻生稽亀 毘窮汽 庁担戚 希採詞戚研 馬壱 赤壱 切厩拭 赤澗 亜膳級拭惟
勺榎聖 馬走 省生檎 照吉陥.
什闘傾什税 衣引 倖引 原製税 佐戚 蟹展蟹澗 井酔亀 赤壱 帖戟研 馬形壱 馬檎 情嬢税
舌混戚 赤奄亀 杯艦陥. 益軒壱 析沙税 税戟差走薦亀研 戚遂拝 呪 蒸澗 須厩昔精 廃寵希
毘移錘 雌伐拭 兜食増艦陥.
弘経 析沙税 持醗拭 設 旋誓背辞 仙耕赤惟 持醗馬壱 赤壱 什闘傾什旭精 依精 汗晦走
省澗陥壱 馬澗 須厩昔亀 弦戚 赤柔艦陥. 益係走幻 切奄澗 右諾陥壱 照宿馬壱 赤生檎
杭亜 毘窮 雌伐拭 採禦縛聖 凶 駅差馬澗 号狛聖 乞牽澗 辰 佐戚 蟹澗 井酔亀 赤聖走亀
乞絹艦陥.
食奄 昇食閃 赤澗 什闘傾什 古艦走胡闘税 走縦引 舛左研 汝社 持醗紗拭 亀脊敗生稽辞
宿重税 闇悪聖 走徹奄 是背 重井聖 床亀系 杯獣陥.

陥丞廃 獣唖戚蟹 紫壱号縦戚 赤生檎 凶拭 魚虞辞澗 採禦備澗 井酔亀 赤畏走幻 乞砧亜
旭精 紫壱号縦聖 亜遭 依 左陥 希錐 燃推罫壱 闇悪馬走 省聖猿推?
託戚研 昔舛馬走 省澗陥暗蟹 切奄切重税 持唖聖 悪推馬澗惟 焼艦虞 乞牽澗 依拭 淫宿聖
亜走壱 戚背馬形壱 蕉床悟 辞稽 嬢胸惟 馬檎 亜猿趨霜 呪 赤聖猿研 持唖馬檎辞 紫瑛亀系
杯獣陥.
働備 析沙昔 楕精 須厩拭辞 紳 歳級戚 社呪督戚壱 情嬢税 檎去拭辞 災軒廃 脊舌戚 鞠奄
襲陥澗 依聖 蹟走 省澗 依戚 掻推杯艦陥. 益軒壱 須厩昔亀 爽是税 析沙昔亀 什闘傾什亜
朕走走 省亀系 毘聖 杯帖亀系 杯獣陥.
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2. 什闘傾什研 照陥
2.1 什闘傾什拭 企背 硝壱 赤柔艦猿?
「什闘傾什」空 什闘型辞拭 旋誓馬奄 是廃 宿重税 鋼誓(什闘傾什 鋼誓)戚 析嬢蟹澗 依聖
源杯艦陥.

什闘傾什税 据昔

什闘型辞

源戚 搭馬走 省澗 依, 戚庚鉢 紗拭辞税
持醗, 井薦旋 庚薦, 績重, 採採 庚薦,
焼戚 庚薦, 紫壱去

原製

什闘傾什税 衣引

什闘傾什 鋼誓

災檎, 重井霜, 鉢亜 害,
縦水煽馬, 酔随装

倖

是搭, 嬢凹亜 衣顕,
砧搭, 亜戎戚 砧悦暗顕,
迫笑雌渋,檎蝕奄管煽馬

什闘傾什澗 蟹斯 依幻精 焼鑑艦陥. 疏精 什闘傾什亀 赤柔艦陥.
旋雁廃 什闘型辞虞檎 税水戚 蟹辛艦陥. 戚依精 宿重税 闇悪拭 疏精 什闘傾什脊艦陥.
廃畷, 鯵昔生稽 企誓拝 呪 蒸聖 舛亀税 什闘型辞澗 宿重聖 走帖惟 馬壱 凶拭 魚虞辞澗
佐拭 杏軒惟 杯艦陥.
切重戚 嬢彊廃 什闘傾什 雌殿拭 赤澗亜研 焼澗 依精 闇悪聖 政走馬澗 汽 赤嬢辞 掻推廃
庚薦脊艦陥.
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2.2 什闘型辞
酔軒級戚 閤澗 切駅精 穿採 什闘型辞亜 鞠壱 企悪 歳嫌馬檎 陥製引 旭戚 桔艦陥.
弘軒旋, 引俳旋 什闘型辞
持弘旋 什闘型辞
紫噺旋, 宿軒旋 什闘型辞

: 希是, 蓄是, 社製, 鉦弘, 焦昼 去
: 室液, 寡亜欠 去
: 壕酔切税 宋製, 戚肇, 噺紫税 亀至, 穿悦 去

紫噺亜 厭紗馬惟 痕鉢馬澗 薄企拭澗 紫噺旋, 宿軒旋 什闘型辞亜 働備 庚薦亜 桔艦陥.
紫噺旋, 宿軒旋 什闘型辞澗 陥製引 旭精 依戚 赤柔艦陥.

舘奄

舛重旋 須雌聖 亜閃神澗 紫闇: 穿戦, 走遭, 嘘搭紫壱, 俳企, 亜膳娃
賑径 去

虞戚覗 戚坤闘: 紫紺, 精盗, 叔穣, 切縦税 偽験

析雌税 促装: 戚数戚蟹 送舌拭辞税 昔娃淫域, 整焼, 析税 丞戚 格巷
弦精 依 去

舌奄
幻失旋 什闘型辞: 差説馬惟 何昔 戚肇庚薦 去 穿諺戚 左戚走 省澗 虞
戚覗 戚坤闘

什闘型辞研 仙 坐推

虞戚覗 戚坤闘狛(幡綜税 持醗痕鉢 什闘傾什 担亀)
妊拭 赤澗 43 税 析掻拭 戚 析鰍疑照拭 井蝿廃 依拭 ○研 背 爽室推.益軒壱 ○研 妊獣廃
析税 神献楕拭 赤澗 収切研 希馬食 杯域研 鎧 爽室推.
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持醗雌 紫闇(痕鉢)

古益艦透球

1

壕酔切税 紫諺

100

2

戚肇

73

3

採採 紺暗

65

4

莫巷社 去拭 呪遂

63

5

亜猿錘 紫寓税 紫諺

63

6

沙昔税 笛 採雌戚蟹 佐

53

7

衣肇

50

8

叔穣

47

9

採採 鉢背

45

10

盗送・精盗

45

11

亜膳 姥失据税 闇悪檎・楳疑檎拭辞税 笛 痕鉢

44

12

績重

40

13

失持醗税 逸空

39

14

歯稽錘 亜膳 呉獄税 亜脊

39

15

杯佐・繕送鯵畷去 送舌鎧税 朕陥空 痕鉢

39

16

亜域雌殿税 笛 痕鉢

38

17

庁廃 庁姥税 宋製

37

18

穿悦・壕帖穿発

36

19

採採税 源陥等 判呪税 痕鉢

35

20

1 探幻殖 戚雌税 鮭

31

21

煽雁聖 皐粧沿(鮭聖 葦走 公背辞)

30

22

析旋昔 檎拭辞 走是(奪績)税 痕鉢

29

23

切橿亜 増聖 彊害

29

24

壕酔切税 庁膳級引税 闘君鷺

29

25

鯵昔旋昔 失因

28

26

焼鎧税 昼送 暁澗 盗送

26

27

沙昔税 遭俳 暁澗 噌穣

26

28

持醗繕闇税 痕鉢(増 重鯵逐, 発井焦鉢)

25

29

鯵昔旋 柔淫税 痕井

24

30

送舌 雌紫人税 闘君鷺

23

31

悦巷獣娃戚虞窮走 葛疑繕闇税 痕鉢

20

32

戚紫

20

33

俳嘘持醗税 痕鉢

20

34

傾滴軒拭戚芝拭 淫廃 痕鉢

19

35

曽嘘(嘘噺 去去) 醗疑雌税 痕鉢

19

36

紫噺持醗(紫嘘) 檎拭辞税 痕鉢

18

37

1 探幻殖 戚馬税 鮭

17

38

呪檎柔淫税 痕鉢

16

39

舘空馬惟 走鎧澗 亜膳姥失据税 昔据呪税 痕鉢

15

40

縦紫柔淫税 痕鉢

15

41

舌奄妃亜

13

42

滴軒什原什 去去

12

43

拙精 狛懸是鋼

11
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杯域繊
300 繊戚雌

雌雁備 悪廃 什闘型辞研 井蝿.
80%税 紫寓戚 亜猿錘 耕掘拭 宿悦井事戚蟹 酔随装拭 杏険 亜管失戚
赤陥.

150 繊戚雌

搾嘘旋 悪廃 什闘型辞研 井蝿.
砧誤拭 廃誤戚 鋼鰍拭辞 析鰍紫戚拭 宿重装拭 杏険 亜管失戚 赤澗
依戚 硝形閃 赤陥.

150 繊耕幻

什闘型辞澗 紺稽 弦走 省陥.

80 繊戚馬

什闘型辞澗 焼爽 旋陥.
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2.3 什闘傾什 鋼誓
什闘傾什研 汗晦澗 依精 原製脊艦陥. 益君蟹 昔娃精 社掻廃 原製聖 走徹奄 是馬食
倖生稽 原製税 鋼誓聖 蟹展鎧澗 井酔亜 弦戚 赤柔艦陥. 什闘型辞拭 坦馬檎 是搭, 竺紫人
旭精 鋼誓戚 析嬢蟹奄 襲柔艦陥. 益軒壱 災檎, 災照姶引 旭精 原製税 鋼誓戚 蟹神惟
桔艦陥.
戚依精 鯵昔託亜 赤奄 凶庚拭 紫寓拭 魚虞 陥牽惟 蟹展崖艦陥.

什闘傾什 鋼誓聖 仙坐推

什闘傾什 鋼誓 担亀 (什闘傾什税 切唖装雌 担亀)
焼掘税 14 鯵税 装雌戚 戚 鋼鰍紫戚拭 嬢汗舛亀 赤醸柔艦猿?
背雁馬澗 収切拭 ○妊研 背 爽室推. 益軒壱 ○妊研 廃 収切税 杯域繊聖 鎧 爽室推.

牌雌
赤陥

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

1

悪廃 杷稽姶戚 赤柔艦猿

5

馬欠拭
護腰
赤陥
4

析爽析拭
護腰
赤陥
3

廃含拭
護腰
赤陥
2

暗税
蒸陥

2

砧搭戚 赤柔艦猿

5

4

3

2

1

3

鯉戚蟹 嬢凹亜 焼覗淑艦猿

5

4

3

2

1

4

倖戚 瓜澗 井酔亜 赤柔艦猿

5

4

3

2

1

5

亜戎拭 搭装戚 赤柔艦猿

5

4

3

2

1

6
7
8
9
10

析拭 増掻戚 照吃 凶亜 赤柔艦猿
節戚 照臣 凶亜 赤柔艦猿
杷逸背辞 酔随拝 凶亜 赤柔艦猿
是亜 焼巴 凶亜 赤柔艦猿
呪檎薦蟹 舛重照舛薦研 差遂杯艦猿

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

11

盗悦背辞 増拭 宜焼人亀 酔随杯艦猿

5

4

3

2

1

12

鉢研 設 鎧淑艦猿

5

4

3

2

1

13

重井霜戚 劾 凶亜 赤柔艦猿

5

4

3

2

1

14

重井引肯戚 吃 凶亜 赤柔艦猿

5

4

3

2

1

1
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杯域繊
35 繊戚雌

什闘傾什 鋼誓戚 雌雁備 悪馬陥

28 繊戚雌

什闘傾什 鋼誓戚 悪馬陥

28 繊耕幻

什闘傾什 鋼誓戚 鉦馬陥

21 繊戚馬

什闘傾什 鋼誓戚 繕榎 格巷 鉦馬陥. 切奄切重拭 企背 舛溌備 毒舘馬壱 赤走 省聖走亀
乞献陥.

暁廃 Ⅰ(霜庚 1～5), Ⅱ(霜庚 6～10), Ⅲ(霜庚 11～14)税 室鯵税 姥血紺稽 杯域繊聖 鎧
爽室推. 嬢恐 姥血拭辞 株精 繊呪亜 蟹尽柔艦猿? 雁重税 什闘傾什 鋼誓戚 倖, 原製,
楳疑 掻 嬢巨拭 蟹展蟹奄 習錘走研 蟹展垣艦陥.

Ⅰ(霜庚 1～5)

倖拭 蟹展蟹澗 什闘傾什 鋼誓

Ⅱ(霜庚 6～10)

原製拭 蟹展蟹澗 什闘傾什 鋼誓

Ⅲ(霜庚 11～14)

楳疑拭 蟹展蟹澗 什闘傾什 鋼誓
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2.4 什闘傾什人 佐
嬢恐 什闘型辞研 閤希虞亀 益依拭 旋誓馬亀系 倖引 原製戚 崇送脊艦陥.
什闘型辞拭 坦廃 送板拭澗 煽牌径戚 鉦背走走幻 繊託 煽牌拝 呪 赤惟 桔艦陥. 益君蟹
格巷 舌奄娃拭 杏団 什闘型辞拭 坦馬惟 鞠檎 宿重戚 杷二馬惟 桔艦陥. 暗奄拭 歯稽錘
什闘型辞亜 韓帖檎 希錐希 宿廃 什闘傾什 鋼誓戚 析嬢崖艦陥.
旋雁廃 什闘型辞虞檎 雌呈廃 鋼誓聖 蟹展鎧走幻 什闘型辞亜 格巷 滴暗蟹 益依拭 企廃
企坦号狛戚 堂軒檎 什闘傾什 鋼誓戚 朕閃辞 凶拭 魚虞辞澗 佐戚 鞠澗 井酔亀 赤柔艦陥.
置悦拭澗 什闘傾什人 檎蝕税 淫域亀 爽鯉閤壱 赤柔艦陥.
什闘型辞拭 坦馬惟 鞠檎 檎蝕径戚 煽馬鞠嬢 姶奄蟹 二慧拭 杏軒奄 習趨増艦陥.
鋼企稽 域紗背辞 什闘型辞拭 坦馬惟 鞠檎 檎蝕径戚 格巷 株焼閃辞 硝傾牽奄 鋼誓聖
析生徹暗蟹 切奄切重税 繕送聖 督雨背獄軒澗 淫箭嫌原帖什亜 鞠澗 井酔亀 赤柔艦陥.
章発切拭惟 険窟室戚芝聖 走亀馬心希艦 曽丞戚 逐社鞠嬢 魁鎧澗 社叔吉 紫景亀 左壱鞠醸
柔艦陥. 険窟室戚芝戚 檎蝕奄管聖 醗失鉢獣佃 鎧鋳群迭君室匂亜 曽丞聖 説焼股醸陥壱 背
汐鞠壱 赤柔艦陥.
戚君廃 莫殿稽 佐戚 駅差吉 紫景研 肱壱 什闘傾什研 珍闘継馬澗 奄綬聖 柔究馬亀系 杯獣陥.
什闘傾什拭 淫域鞠澗 佐拭澗 陥製引 旭精 依戚 赤柔艦陥.

什闘傾什人 淫域亜 燕精 重端税 佐(宿重装)
社鉢奄域………………
授発奄域………………
硲罷奄域………………
杷採域…………………
重井・悦整域…………
鎧歳搾・企紫域………

是・淑戚走舌吋丞, 吋丞失企舌唇, 引肯失舌装板浦, 幻失忠舌唇
淫疑呼霜発(漠宿装, 宿悦井事),壱迫笑装
奄淫走探縦, 引発奄装板浦
焼塘杷失杷採唇, 据莫纏乞装, 砧球君奄
悦呪逐失砧搭, 畷砧搭, 切晴重井叔繕装
雁刈佐, 重井失縦水採遭装
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什闘傾什人 淫域亜 赤澗 原製税 佐
災照重井装 (因伐舌蕉)
逢切奄 災照姶戚 気団人辞 凶拭 魚虞辞澗 亜戎戚 禽壱需戚 亜孜壱 硲罷逸空拭 匙遭
陥.
PTSD (宿旋須雌板 什闘傾什舌蕉)
持誤拭 是蝿戚 赤聖 舛亀税 巷辞錘 端蝿聖 馬惟鞠檎 因匂姶, 災檎, 板傾習拷 去戚
蟹展蟹 析雌持醗拭 走舌聖 段掘馬惟 吉陥.
酔随装
奄歳戚 亜虞症壱 巷奄径馬惟 吉陥. 切詞聖 持唖馬澗 井酔亀 赤陥.
硝紬税糎装
廃腰 原獣奄 獣拙馬檎 旋雁廃 舛亀稽 原獣澗 依戚 災亜管馬惟 鞠嬢 紫噺持醗拭
走舌聖 段掘馬惟 吉陥.
旋誓舌蕉
析 去生稽 什闘傾什亜 引馬食 奄歳戚 酔随馬悟 災照, 案舛戚 持移 旋誓馬走 公馬惟
吉陥.
重端妊薄失舌蕉
倖拭 戚雌戚 蒸澗汽亀 薄奄装, 亜戎戚 芹, 鯉戚 厳備澗 汗界 去税 装雌戚蟹 倖戚
食奄煽奄 焼覗惟 吉陥.
七縦舌蕉
重端税 戚耕走亜 諺亜閃辞 引亀廃 陥戚嬢闘蟹 引縦, 姥塘研 鋼差馬惟 吉陥.
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3.什闘傾什人 紫瑛澗 号狛
3.1 胡煽 什闘型辞研 設 昔縦馬亀系 杯獣陥
什闘型辞拭 企廃 昔縦号縦拭 魚虞 什闘傾什亜 朕走奄亀 馬壱 拙焼走奄亀 杯艦陥.
森研級檎 戚訓 追戚什亜 赤柔艦陥.

析沙嬢研 焼送 設 公馬澗 A 松澗 嬢汗劾 析沙昔 庁姥廃砺 「益
係惟 源馬檎 叔景醤. 益群凶澗 析沙嬢稽澗 戚係惟 源馬澗 暗
醤」虞澗 源聖 級醸柔艦陥. 「戚雌馬惟 源聖 背辞 爽是税 析沙
昔精 堂顕蒸戚 鉢亜 概聖暗醤」虞壱, A 松澗 光獣 但杷馬壱 十
蚤汗界戚 級醸柔艦陥. 益板拭 析沙紫寓拭惟 析沙嬢稽 源聖 暗
澗惟 設 照鞠壱 伽 源聖 背醤幻 拝 凶澗 是亜 焼突柔艦陥.

『堂軒檎 照掬, 刃穿馬走 省生檎 照掬, 爽税研 級生檎 照掬』虞澗 縦税 災杯軒廃 重割精
切奄切重聖 採舛旋生稽 左惟 鞠壱 疏精 衣引蟹 姶舛聖 該走 省柔艦陥.
A 松澗 焼送 刃混廃 析沙嬢研 拝 呪 赤澗 依精 焼鑑艦陥. 庁姥税 源聖 嬢球郊戚什虞壱
閤焼級食辞 陥製採斗 繕宿背辞 源聖 馬檎 鞠澗 依脊艦陥. 源戚虞澗 依精 益君廃 叔薦税
舌檎聖 搭背辞 紫遂狛聖 壕趨亜澗 依脊艦陥. 幻鉦拭 戚雌廃 析沙嬢虞壱 伐雁廃 杖閏聖
馬澗 析沙昔戚 赤陥檎 「薦亜 戚雌馬惟 源聖 梅嬢推? 臣郊牽惟 源馬澗 狛聖
亜牽団爽室推」虞壱 弘嬢左檎 嬢恭猿推? 益係惟馬檎 鋼企稽 庁姥亜 吃 呪 赤聖走亀
乞絹艦陥.
A 松税 什闘傾什澗 災杯軒廃 重割戚 幻窮 依脊艦陥. 紫闇 益 切端亜 焼艦虞 益 紫闇聖
嬢胸惟 閤焼級戚澗亜 (昔縦馬澗亜)稽 壱肯戚蟹 姶舛戚 衣舛桔艦陥.
災杯軒廃 重割聖 杯軒旋昔 重割生稽 呪舛馬澗 依戚 亜管背然聖 凶 什闘傾什古艦走胡闘税
舘域馬蟹研 適軒嬢廃 依戚 桔艦陥.
〈災杯軒廃 依税 森〉
1) 源
「××馬走 省生檎 照掬」虞澗 縦税 紫弘聖 衣舛馬澗 燈税 源・妊薄
2) 賎希
紫噺紗拭辞 舛背遭 害橿税 蝕拝
3) 畷胃, 昔柔
「××昔精 獣塊君趨」 「析沙拭辞澗 戚係惟 馬澗暗醤」去去
4) 奄展
乞失重鉢, ○○税 照穿重鉢 去 焼巷訓 税宿亀 蒸戚 肱壱赤醸揮 依戚 紫叔精
杯軒失戚 蒸陥壱 採舛雁馬澗 依旭精 析.
〈酔随装戚 鞠奄習錘 昔走号縦〉
1) 溌叔廃 悦暗亀 蒸澗汽 切奄 原製企稽 蓄著背辞 毒舘廃陥.
2) 嬢恐析拭 企背辞亀 蕉古廃依戚 蒸戚 比拷生稽 沙陥.
3) 切奄切重戚 重井床壱 赤澗 依幻 左壱 毒舘廃陥.
4) 切奄切重税 衣繊戚蟹 叔鳶澗 格巷 滴惟 持唖馬壱 舌繊戚蟹 失因精 引社汝亜廃陥.
5) 蟹斯析戚 馬蟹 持延 依幻生稽 乞窮 依戚 益係陥壱 持唖廃陥.
6) 切奄切重戚 設公廃 繊戚 蒸嬢亀 切重税 顛生稽 持唖廃陥.
7) 切奄切重税 姶舛生稽 紫弘聖 毒舘廃陥.
雁重税 昔走号縦拭 庚薦澗 蒸柔艦猿?
幻鉦 庚薦亜 赤陥檎 繕榎梢戚虞亀 郊荷嬢亜亀系 杯獣陥.
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3.2 陥製拭澗 設 企坦
什闘型辞研 杯軒旋生稽 昔走廃 陥製拭澗 什闘傾什 鋼誓戚 朕走走 省亀系 設 企坦馬亀系
杯獣陥.
疏精 企坦号狛:庚薦研 背衣馬奄 是背 旋駅旋生稽 企誓廃陥.
1) 什闘型辞研 背衣馬奄 是背 園舛旋生稽 葛径廃陥.
2) 馬蟹 馬蟹 拝 呪 赤澗 依採斗 背 蟹娃陥.
3) 食君 紫寓引 戚醤奄馬檎辞 疏精 号狛聖 持唖廃陥.
蟹斯 企坦号狛:庚薦拭 企背辞 持唖馬澗 依聖 噺杷廃陥暗蟹 亀杷廃陥.
1) 陥献 紫寓税 顛生稽 廃陥.
2) 刊姥拭惟亀 戚醤奄 馬走 省壱 肇切辞 壱肯廃陥.
3) 搾持至旋昔 楳疑生稽 亀杷廃陥. 硝紬, 眼壕, 引縦, 亀酵, 重井霜, 堂嬢酵毘
庚薦背衣聖 是馬食 陥製引 旭精 什怒聖 高焼辞 背衣号狛聖 持唖背 詐獣陥.
Ⅰ 庚薦研 舛溌備 督焦廃陥.
Ⅱ 持唖拝 呪 赤澗 背衣号狛聖 酔識 伸暗背 沙陥.
Ⅲ 益訓 背衣号狛戚 亜管廃 依昔走 嬢恐走研 伊塘廃陥.
Ⅳ 旋箭廃 背衣号狛聖 識澱廃陥.
Ⅴ 益 背衣号狛聖 嬢胸惟 叔獣拝 依昔走 域塙聖 室趨沙陥.
Ⅵ 域塙聖 叔獣馬壱 鞠宜焼沙陥. 幻鉦拭 設 鞠走 省紹陥檎 陥獣廃陥.
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3.3 肇切辞 壱肯馬走 源壱 食君 紫寓引 雌眼馬亀系 杯獣陥
笛 什闘傾什研 閤生檎 切奄 肇切辞澗 背衣馬走 公馬澗 井酔亜 赤柔艦陥. 益群 凶 旭戚
戚醤奄 拝 呪 赤澗 紫寓戚 弦戚 赤澗 紫寓精 設 駅差背 蟹哀 呪 赤柔艦陥.
益軒壱 鎧遂拭 魚虞辞澗 穿庚旋昔 奄淫拭 雌眼馬澗 依戚 疏精 井酔亀 赤柔艦陥.
切奄切重税 毘生稽澗 嬢多 呪 蒸陥壱 毒舘吃 井酔拭澗 穿庚亜拭惟 乎奄澗 遂奄研 亜走澗
依亀 琶推杯艦陥.
暁廃 旭精 壱肯聖 亜遭 紫寓級戚 乞食辞 辞稽 維形馬壱 亀酔檎辞 庚薦背衣聖 亀乞馬澗
醗疑(什什稽 欺澗 姥血)戚 赤柔艦陥. 歯稽錘 企坦号縦聖 壕酔澗 奄噺亀 鞠壱 雁重戚
亜牽団爽澗 脊舌戚 吃 呪亀 赤柔艦陥.
戚 奪切税 魁採歳拭 雌眼但姥 軒什闘亜 惟仙鞠嬢 赤柔艦陥. 凧壱背 爽獣奄 郊遇艦陥.

昔呼,雌眼昔 己

焼掘税 益顕拭 雁重聖 掻宿生稽
背辞 雁重聖 閤団爽壱 赤澗 紫
寓引 雁重引税 淫域(害畷, 焼
鎧, 庁姥, 嬢袴艦, 莫薦 去去)
研 旋生室推.

蟹
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3.4 険窟室戚芝生稽 什闘傾什鋼誓聖 常薦杯獣陥
(1) 繊遭旋 悦戚刃狛 (悦延舌拭辞 舘需拭 険窟什)
益顕引 旭戚 穿重税 悦整聖 延舌獣徹室推.益訓 雌殿研 20 段舛亀
走紗獣典艦陥.益軒壱 舘需拭 毘聖 皿艦陥.走榎猿走 毘聖
爽壱 赤揮 員戚 溌 熱軒悟 畷照廃 汗界聖 汗灰呪 赤聖 依脊艦陥.

険窟什馬奄 穿拭 悪馬惟
〈延舌〉

2.勧聖 悪馬惟 姶澗陥

3.戚研 焦庚陥

険窟室戚芝

1.需聖 級戚原獣壱
誇秩陥

延舌

差採稽 探探備
需聖 舟陥

勧聖 姶澗陥
嬢凹税 毘聖 捌陥

戚刃

4.丞謝聖 採級採級

謝亜喰税 毘聖 捌陥
5.陥軒研 板級板級

神献楕
謝拭 増掻

陥軒税 毘聖 捌陥

(2) 切晴汎恵狛(偽析税 舛重引税紫 酋苧拭 税背 鯵降吉 切奄置檎狛)
妊層尻柔因縦
壕井因縦
差縦硲罷(奄歳戚 畷照馬陥)
因縦 1
丞独, 丞陥軒亜 巷位陥 (設 床澗 楕採斗 尻柔.税縦聖 謝降拭 増掻廃陥)
因縦 2
丞独, 丞陥軒亜 魚倶馬陥 (魚倶廃 員聖 雌雌廃陥)
因縦 3
宿舌戚 焼爽 繕遂馬惟 禽壱 赤陥
因縦 4
焼爽 畷照馬惟 需聖 習壱 赤陥
因縦 5
壕亜 魚倶馬陥
因縦 6
戚原亜 焼爽 獣据馬陥
薦暗
独聖 荏縛陥 難陥 馬檎辞 探探備 勧聖 近陥 (切奄 穿拭澗 琶推馬走 省製)

(3) 戚耕走
奄歳疏精 舌社, 井帖, 蓄常, 狽奄, 事薗 去去税 戚耕走研 褐製背砧壱 仙持獣徹檎辞 勧聖
姶壱 増掻背辞 笈澗陥. 益係惟馬檎 奄歳疏精 戚耕走亜 蟹人辞 雌呈馬壱 疏精 奄歳戚 桔
艦陥.

(4) 製焦
険窟室戚芝拝 凶 畷照廃 製焦聖 級生檎 反引亜
切奄拭惟 限澗 製焦聖 達焼詐獣陥.
森研級檎・・・ 険窟什馬澗汽 疏精 溢 :
酔随拝 凶 疏精 溢
:
奄錘戚 蟹澗 溢
:

株焼増艦陥.
G 識雌税 焼軒焼(J.S.郊馬)
派空巨焼(獣婚軒酔什)
紫崎欠 巷溢(馬託燈軒照)

(5) 至顕水
褐製, 蟹巷狽奄, 雌呈廃 郊寓, 獣柿弘社軒, 拙精 歯税 走 煽英・・・
獣唖, 短唖, 板唖, 耕唖, 男唖税 神姶拭 拙遂馬 澗 至顕水精 反引旋昔 険窟室戚芝戚
桔艦陥.

13

(6) 紳探水
什闘傾什 鋼誓戚 株焼然聖 凶 水伝拭 級嬢亜澗 依戚 娃畷 馬惟 祢澗 号狛脊艦陥.
舘 格巷 襟位陥暗蟹 格巷 託亜酔檎 蝕反引戚糠稽 爽税杯獣陥.
(7) 狽奄
硝稽袴室虞杷亜 政楳馬壱 赤柔艦陥. 遭舛拙遂戚 赤澗 狽奄澗 嘘姶重井聖 照舛獣佃
掃艦陥.
(8) 託
魚倶廃 託研 畷照馬惟 原叔 凶 燕精 差縦硲罷聖 琶推稽 馬壱 険窟什馬亀系 戚怪嬢
掃艦陥. 益軒壱 朝凪昔戚 級嬢赤澗 託税 鉦軒拙遂亀 赤柔艦陥.
(9) 誤雌
遭舛反引澗 凧識, 推亜旭精 誤雌戚蟹 伊亀拭辞 壕酔澗 幸 雌旭精 依拭辞亀 条聖 呪
赤柔艦陥.
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3.5 益 鉱税 什闘傾什 井姶, 昔失聖 是廃 号狛
(1) 析雌税 持醗柔淫聖 繕箭廃陥
1 旋箭廃 呪檎獣娃 (7～8 獣娃)聖 昼廃陥
2 眼壕研 杷酔走 省澗陥
3 旋舛端掻聖 政走廃陥
4 引亀馬惟 綬聖 原獣走 省澗陥
5 析爽析拭 廃腰精 供戚 蟹澗 錘疑聖 廃陥
6 焼徴縦紫研 古析 股澗陥
7 娃縦聖 馬走 省澗陥
(2) 慎丞
搾展肯 B1 (鶴嫌, 薄耕, 凹, 掬走壱奄 去去), 搾展肯 C (引析, 姶切, 壱姥原嫌,
去去),町酬 (酔政, 酸辰股澗 持識 去去) 精 什闘傾什拭 企廃 昔失聖 株戚澗
慎丞社脊艦陥. 戚訓 慎 丞社拭 重井聖 潤辞 縦紫稽 七昼馬亀系 杯獣陥.
(3) 呪檎
杷逸拝 凶澗 切澗 依戚 置壱脊艦陥. 呪檎拭澗 鉦 90 歳税 爽奄亜 赤嬢辞 30～60 歳
杏形辞 繊託旋生稽 節戚 燕嬢走 壱 1 獣娃舛亀 板拭 嘩聖 荷澗 REM 呪檎拭 級嬢亜惟
桔艦陥.
REM 呪檎拭 級嬢赤聖 凶拭澗 原製紗税 差説廃 依級戚 背社 鞠奄 凶庚拭 原製税
呪檎戚虞壱亀 災験艦陥.
亜管馬檎 7～8 獣娃精 切澗 惟 疏柔艦陥. 益君蟹 「切壱 粛聖 凶幻 節切軒拭
窮陥」「中歳備 切走 公背亀 古析焼徴 旭精 獣娃拭 析嬢貝陥」旭精 依亀 反引亜
赤柔艦陥. 焼巷
軒 背亀 節戚 照 臣 凶澗 税紫識持還臆 呪檎薦研 坦号背 含 虞壱 馬澗 依戚
疏畏走推.
(4) 錘疑
走紗獣娃戚 掩壱 企悦浦聖 紫遂馬悟 至社衣婆戚 鞠走 省澗 錘疑聖 政至社錘疑, 暁澗
拭嬢稽昨錘疑戚虞壱 杯艦陥.
廃畷 走紗獣娃戚 捉壱 榎号 魁蟹悟 至社勲衣婆戚 析嬢蟹澗 錘疑(舘暗軒含軒奄蟹
獣娃聖 陥燈澗 呪慎旭精 井奄錘疑)聖 巷至社錘疑戚虞壱 杯艦陥. 繕焔, 舌暗軒呪慎,
切穿暗, 鞍奄, 匝角奄旭精 政至社錘疑精 宿二奄管税 走姥径聖 株戚澗 汽 政反馬悟
災琶推廃 什闘傾什 至弘聖 降至背 獄験艦陥.
(5) 源馬澗 依, 笈澗 依
促装戚 蟹澗 据昔戚虞壱 持唖鞠澗 依聖 陥献 紫寓拭惟 戚醤 奄馬壱蟹檎 奄歳戚
亜梱趨走壱 原製税 亜什研 皐惟鞠嬢 什 闘傾什降至戚 桔艦陥.
暁廃 源馬澗 依幻戚 焼艦虞 陥献 紫寓戚 源馬澗 依聖 設 笈 亀系 杯獣陥. 設
級嬢爽壱 災琶推廃 源聖 馬走 省澗 依.
益係惟 敗生稽辞 左陥 疏精 昔娃淫域研 幻級 呪 赤柔艦陥.
(6) 数澗 依, 酔澗 依
原製戚 汗晦澗 企稽 数暗蟹 酔澗 依精 什闘傾什研 背社馬澗 汽 疏陥壱 硝形閃
赤柔艦陥.
(7) 葛掘, 茶
重蟹惟 葛掘研 廃陥暗蟹 茶聖 蓄澗 依精 錘疑引 旭精 反引 研 亜閃辛艦陥.
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檎羨雌眼（亜戎紗 壱肯,政戟）

穿鉢雌眼（曽杯）

穿鉢雌眼（曽杯）

穿鉢雌眼・檎羨雌眼（曽杯）

穿鉢雌眼（曽杯）

レゾリューションズカウンセリングセンター

大阪府国際交流財団

中国語相談電話

（財）とよなか国際交流協会

大阪府外国人相談コーナー

穿鉢雌眼・檎羨雌眼（獣 楳舛）

檎羨雌眼（狛懸雌眼）

大阪市役所市民相談室

法律相談

大阪市外国人のための相談窓口

檎羨雌眼（亜戎紗 壱肯,政戟）

インターナショナルカウンセリングセンター

杉、呪、榎
鯉、榎

06-6903-9595

（森鉦琶推）

06-6772-1127

06-6208-5080

06-6941-2297

06-6843-4343

10:00-17:00

杉ー榎

0724-60-2371

呪（薦1,3）

杉ー榎
9:00-17:30

9:00-17:00

10:30-15:30

鯉
杉ー榎

廃

鯉、榎

慎・掻・廃
殿厩（杉推析幻）
匂欠燈哀（鉢推析幻）
昔亀革獣焼（呪推析幻）
什凪昔（榎推析幻）
慎・掻・廃・殿厩・匂欠燈哀・
昔亀革獣焼・什凪昔

析・慎・掻・廃・匂欠燈哀・
什凪昔・殿厩・琶軒派

什凪昔・匂欠燈哀

析・慎・掻

10:00-16:00

掻（讃戚芥）・企幻

（鯉）10:00-19:00
（榎）10:00-16:00

9:00-17:45

慎・掻

慎

10:00-19:00

杉ー榎
塘推析精 採舛奄

072-867-4437

析

析

析

析,慎
（什凪昔嬢澗 採舛奄）

10:00-21:00

24獣娃

24獣娃

析

析

企誓情嬢

採舛奄

杉ー塘

誓企獣娃
9:30-12:00
13:00-17:30
10:00-15:00
17:00-21:00

078-856-2201

（森鉦琶推）

06-6881-2588

檎羨雌眼（亜戎紗 壱肯,政戟）
古杉10、20析精 坦製昔 歳幻 巷戟

（財）関西カウンセリングセンター

古析

06-6309-1121

穿鉢雌眼（亜戎紗 壱肯）

関西いのちの電話

古析

06-6251-4343

穿鉢雌眼（亜戎紗 壱肯）

国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター

杉ー榎

06-6636-7867

穿鉢雌眼（亜戎紗 壱肯）

杉ー榎

06-6607-8814

大阪市こころの健康センター

誓企析

穿鉢

穿鉢雌眼

醗疑鎧遂

大阪府立こころの健康総合センター

舘端誤

(歎採) 雌眼但姥 軒什闘 (窒穿:INTERPEOPLE DIRECTORY 去)

古析（因妃析薦須）
杉ー榎

杉ー榎
杉ー榎

078-736-2987

穿鉢雌眼（持醗穿鋼）

穿鉢雌眼（持醗穿鋼）

穿鉢雌眼
（搾切,窒脊厩拭 淫廃 庚薦）

穿鉢雌眼（昔映庚薦）

檎羨雌眼（昔映庚薦）

NGOベトナム in KOBE

カトリック大阪大司教区国際協力委員会

大阪入国管理局外国人在留総合
インフォメーションセンター

大阪法務局人権擁護部人権相談所

（骨阻,紫壱去税 杷背切蕉 淫廃 庚薦）

穿鉢雌眼

06-6871-6365

杉ー榎

杉ー榎

穿鉢雌眼
（嬢鍵戚税 昔映拭 淫廃 庚薦）

子どもの人権110番

大阪被害者相談室

杉ー榎

06-6942-1238
06-6942-1183
0120-793148

穿鉢雌眼
（食失税 昔映拭 淫廃 庚薦）

呪（薦1,3）

穿鉢雌眼（昔映庚薦）

女性の人権ホットライン

呪

杉ー榎

穿鉢雌眼（昔映庚薦）

06-6942-1481

06-6774-3409～3410

紫穿拭 溌昔 琶推

24獣娃

榎

06-6973-7515

穿鉢雌眼（曽杯）

多文化共生センター（大阪）

06-6941-4999

9:00-15:00

採舛奄

06-6418-9957

穿鉢雌眼（食失税 壱肯 穿鋼）

日本人の外国人妻の会

10:00-16:00

9:00-16:00

8:30-17:00

13:00-16:00

析

析

析

慎

掻

析
13:00-16:00

析
9:00-12:00
13:00-16:00

慎・掻
匂欠燈哀（呪推析幻 薦須馬壱
古析）什凪昔（呪推析幻）

琶軒派

慎・什凪昔
災（呪推析幻）

析・今闘害

慎・掻・匂欠燈哀・什凪
（益鉱税 情嬢澗 紫穿拭 溌昔
琶推）

慎

慎・掻・廃
殿厩（杉推析幻）
匂欠燈哀（鉢推析幻）
昔亀革獣焼（呪推析幻）
什凪昔（榎推析幻）

慎・匂欠燈哀・什凪昔

企誓情嬢

8:30-17:00

9:00-12:00
13:00-16:00

18:00-21:00

9:00-17:00

杉ー榎

06-6773-6533

穿鉢雌眼
（須厩昔聖 是廃 持醗舛左 薦因）

19:00-21:00

大阪国際交流センター
インフォメーション・プラザ・オオサカ

鉢

誓企獣娃

090-3009-3619

誓企析

穿鉢

穿鉢雌眼（曽杯）

醗疑鎧遂

外国人119ネットワーク

舘端誤

関西労働者安全センター

（葛疑庚薦,働備 葛疑仙背,送穣佐）

穿鉢雌眼

穿鉢雌眼（葛疑庚薦）

UNIONひごろ

06-6943-1527

06-6942-0219

杉ー榎

（塘推析精 採舛奄）

杉ー榎

紫穿拭 溌昔 推

06-6906-6831

檎羨雌眼（送穣社鯵）

ハローワーク門真

紫穿拭 溌昔 推

0722-22-5049

檎羨雌眼（送穣社鯵）

ハローワーク堺

06-6885-2810

檎羨雌眼（送穣社鯵）

ハローワーク淀川

杉ー榎

穿鉢雌眼（政俳持貢 穿庚旋,奄綬旋
歳醤拭 淫廃 送穣雌眼・社鯵）

大阪外国人雇用サービスセンター

榎（薦2,4）
紫穿拭 溌昔 推
杉（薦1,3）
紫穿拭 溌昔 推
呪
紫穿拭 溌昔 推
鉢（薦2,4）
紫穿拭 溌昔 推

鉢、呪

06-6949-6490

穿鉢雌眼（葛疑庚薦）

大阪労働局労働基準部監督課

06-6241-5606

杉ー榎

06-6764-5600

穿鉢雌眼（紫軒毒紺管径拭 輩巨銚聖
亜走壱 赤澗 歳税 昔映針硲拭 淫廃 庚
薦）

古杉10析

榎

大阪後見支援センター（あいあいねっと）

06-6364-1251

鉢

呪

鯉（薦2）

06-6364-4652

（壱敬切,舌蕉切（舛重舌蕉切 匂敗）税
昔映,仙至淫軒去拭 淫廃 庚薦）

穿鉢雌眼

06-6364-6251

10:00-17:00

10:00-17:00

13:00-17:00

慎・什凪昔

析

慎・掻・匂欠燈哀・什凪昔

慎・掻・匂欠燈哀・什凪昔

什凪昔

13:00-17:00
13:00-17:00

匂欠燈哀

掻

13:00-17:00
13:00-17:00

慎

慎・掻

慎

13:00-17:00

10:00-16:00

10:00-15:00

析

析

11:00-12:00
13:00-16:00
10:00-16:00

析

析

析

析

慎・掻・廃

析・廃

企誓情嬢

13:00-16:00

15:00-18:00

15:00-17:00

11:30-13:30

12:00-17:00

10:00-17:00

06-6731-3520
榎（薦2,4）

誓企獣娃

誓企析
杉ー榎、
塘（神穿幻）

穿鉢

（財）日弁連交通事故相談センター
穿鉢雌眼（嘘搭紫壱拭 淫廃 庚薦）
交通事故電話相談

ひまわり

犯罪被害者電話相談

子どもの人権

穿鉢雌眼
（嬢鍵戚税 昔映拭 淫廃 庚薦）
穿鉢雌眼
（骨阻杷背切拭 淫廃 庚薦）

穿鉢雌眼（失費荊）

穿鉢雌眼（昔映庚薦）

大阪弁護士会 外国人の人権相談

セクハラ電話相談

穿鉢雌眼（狛懸庚薦）

醗疑鎧遂

韓国人法律救援センター

舘端誤

大阪市中央児童相談所

血のつながらない親と子のためのホットライン

APCC(思春期妊娠危機センター)

穿鉢雌眼（焼戚拭 淫廃 壱肯）

穿鉢雌眼（10企 短社鰍税 績重拭 淫
廃 庚薦）
穿鉢雌眼（迫尻淫域亜 蒸澗 採乞 切
縦娃税 庚薦）

穿鉢雌眼（整焼拭 淫廃 壱肯）

大阪市幼児教育センター

子どもの虐待ホットライン

大阪市立子育ていろいろ相談センター

穿鉢雌眼（食失税 壱肯）

ウィメンズセンター大阪

大阪府警本部 ウーマンライン

穿鉢雌眼（食失税 壱肯（害畷税 賑
径去拭 淫廃 雌眼 匂敗））

大阪府女性相談センター

穿鉢雌眼（嬢鍵戚 俳企拭 淫廃 雌
眼）
穿鉢雌眼（食失税 失骨阻 杷背拭 淫
廃 雌眼）
穿鉢雌眼（焼奄税 闇悪,嘘整,持醗柔
淫拭 淫廃 雌眼）

檎羨雌眼（食失税 壱肯 雌眼）

ドーンセンター（大阪府立女性総合センター）

杉ー榎
杉ー榎
杉ー榎

06-4304-1085
06-6797-6520

塘、析、因妃析

9:00-17:30

11:00-17:00

10:00-17:00

10:00-17:00

析

析

析

析

析

10:00-20:00

杉、呪ー榎

06-6761-1115

06-6354-4152

析

10:00-12:00
13:00-16:00
杉ー榎

06-6448-2000

析（慎嬢澗 採舛奄）

析

慎

廃（薦1）
掻（薦2）
慎（薦3）

析

杉ー榎

06-6767-0110

11:00-17:00

(因妃析引 8杉精 妃巷）

13:00-20:00

9:30-16:30

14:00-16:00

什凪昔

匂欠燈哀

慎・什凪昔

析
（慎・掻・什凪昔精 採舛奄）
析
廃（鉢推析幻）
掻（呪推析幻）
殿厩（榎推析幻）

企誓情嬢

9:00-17:00

杉ー榎

鯉（薦1,2,3）

06-6930-7666
06-6762-0088

杉ー榎

塘

9:30-16:30

9:30-16:30

杉ー榎
呪、榎

14:00-20:00

14:00-17:00

杉ー榎

鯉

9:00-17:00

誓企獣娃

杉ー榎

誓企析

06-6728-8858

（紫巷厩 析沙嬢）

06-6910-8588

（昔匂五戚芝 砺戚覗）

06-6910-8401

06-6947-7950

穿鉢雌眼（葛疑,送穣持醗 淫恵）

（財）産業雇用安定センター(NIKKEIS OSAKA)

（森鉦琶推）

06-6481-2341

穿鉢

06-6910-7103

穿鉢雌眼・檎羨雌眼（葛疑庚薦）

醗疑鎧遂

RINK（すべての外国人労働者とその家族の権利を
穿鉢雌眼（昔映庚薦）
守る関西ネットワーク）

武庫川ユニオン

舘端誤

（社）大阪府精神障害者家族会連合会

自立生活支援センター・ピア大阪

大阪精神障害者連絡会（ぼちぼちクラブ）

杷嬢朝錘漆元（舛重舌蕉切 切重拭
税廃 朝錘漆元）
杷嬢朝錘漆元（舛重舌蕉切 切重拭
税廃 朝錘漆元）
舛重舌蕉切 亜膳拭 企廃 走据
（亜膳噺据拭 税廃 穿鉢雌眼）

アラノン・ジャパン 関西インフォメーションサービス 硝紬（暁澗 鉦弘）税糎装発切税 亜
センター
膳,庁姥拭 企廃 走据
亀酵税糎装切拭 企廃 走据（耕特
GA(Gamblers Anonymous)
去）
鉦弘税糎装切拭 企廃 走据（汽戚追
大阪DARC (Drug Addiction Rehabilitation Center)
嬢,雌眼 去）
鉦弘税糎装切税 亜膳,庁姥拭 企廃
走据
フリーダム
穿鉢雌眼

鉢、鯉
杉、榎
杉、榎

06-6622-1180
06-6775-7859

塘

杉ー塘

06-6973-1287

0798-34-8999

（檎眼森鉦）

06-6399-4999

10:00-15:00

13:00-15:30

14:00-17:00

15:00-19:00

10:00-17:00

10:00-17:00

析

析

析

析

析

析

杉ー榎

析

析・慎

06-6396-5404

10:00-16:00

13:00-16:00

析・慎

析

匂欠燈哀

匂欠燈哀・什凪昔

匂欠燈哀・什凪昔

慎・災

慎

析

析（慎嬢澗 採舛奄）

鉢、鯉、榎

塘、析、因妃析

企誓情嬢
慎・什凪昔（掻・匂欠燈哀拭 企
背辞澗 紫穿拭 溌昔 推）

090-4603-5273

06-6354-9045

（庚税）

9:30-18:00

杉ー榎

06-6536-0828

硝紬税糎装発切税 噺差聖 是廃 切繕
姥血（耕特 去）

AA関西セントラルオフィス

14:00-18:00

塘

9:00-17:00

06-6352-0430

大阪セルフヘルプ支援センター

13:00-17:00

14:00-17:00

切繕姥血 社鯵 去

穿鉢雌眼（崎虞霜昔聖 企雌生稽 廃
税戟雌眼）

DISQUE SAUDE

杉

045-451-1211

9:00-17:00

杉ー榎

穿鉢雌眼（HIV・STD拭 淫廃 庚薦）

CRIATIVOS-HIV/AIDS 関連支援センター

杉、鉢、呪、榎、
塘（神穿幻）

06-6309-7535
06-6304-8014

11:00-16:00

13:00-18:00

9:00-17:00

0120-05-0062
052-222-1096

穿鉢雌眼（税戟庚薦）

インターメディックス 国際医療情報相談センター

塘

塘、析

06-6882-0102
06-6882-0282

杉ー榎

06-6636-2333

誓企獣娃

鯉

穿鉢雌眼（HIV・STD拭 淫廃 庚薦）

特定非営利活動法人
HIVと人権・情報センター（大阪支部）

誓企析

穿鉢

03-3369-7110

穿鉢雌眼（税戟庚薦）

醗疑鎧遂

AMDA国際医療情報センター関西

舘端誤
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