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に行っています︒

が如何なく発揮された

札によるケースも増え

です︒

慮することもあるそう
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今年プラチナ賞を受
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様︑高齢化等の問題を 修を受けました︒整備
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そして父である先代

扱うようになり︑平成
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農家です︒昨年の消費

ホームセンターで購入

◇

したお客からの修理依

5年に有限会社に改組

頼が増えたそうです︒
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