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郭）の宮本靴店（写真１参照）と、銀座６
スショップ。これはちょっと説明が必要だ

と思っているので満足している。心残りは

が、「土一升に金 一升」の銀座のこと、丸丸

浅草靴産業の祖・弾直樹の事績である。夢

一軒では家賃も払いきれないので、ケース単
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もともと叔父は、銀座ワシントン靴店に
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に筆者）
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