
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たいない とっておき

トコトコ便

☆世界最大級の星空の祭典！天体ファン、一般参加者まで誰もが気軽に参加できるイベントです！

７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日

７月２８日（金） 

１０:００ テントブースの設営 

１５:００ 受付開始 

１９:３０ 開会セレモニー 

２０:００～ポリマ食の生中継 

２１:００ 柳家小ゑん師匠の星空落語

２２:００ 自由発表会 

     （ビデオ、画像、観測発表会）

     会場内は、自由観察・機材 

デモなど自由に行われます。

 

７月３０日（日） 

１０:３０ 清掃、後かたづけ 

１１:００ 第２回最終オークション

司会：柳家小ゑん師匠

１２:３０ 記念撮影後解散 

 

※市役所ロビー、たるが橋観光交流センターにパンフレットがあります。

★問い合わせ★ 胎内市観光協会☎０２５４－４７－２７２３

 

 

っておき 

トコトコ便 

天体ファン、一般参加者まで誰もが気軽に参加できるイベントです！

会場：胎内市会場：胎内市会場：胎内市会場：胎内市胎内平胎内平胎内平胎内平    

日日日日((((金金金金))))夕方夕方夕方夕方～～～～３０３０３０３０日日日日((((日日日日))))正午過ぎ正午過ぎ正午過ぎ正午過ぎ

小ゑん師匠の星空落語 

（ビデオ、画像、観測発表会） 

 

デモなど自由に行われます。 

７月２９日（土

１０:００ 青空イベント（テニス大会

  奥胎内トレッキングツアー

１１:００ 胎内平自然散策（有料） 

１１:３０ 山の駅胎内高原ビール園

１３:００ あなたも気象予報士・胎内昆虫の家

１４:００ ロケット実験教室・石工体験

１５:００ 大抽選会～恒例の第１回オークション

                 

１７:３０ 星空コンサート１部  

１９:００ 星空コンサート２部 

  よさこい中条和組など 

２３:００ 会場内特設スタジオより

     「星まつりの夜かな？」 

      会場内は、自由観察・機材デモなど自由に

      行われます。 

 

 

第２回最終オークション 

司会：柳家小ゑん師匠 

 

※市役所ロビー、たるが橋観光交流センターにパンフレットがあります。

胎内市観光協会☎０２５４－４７－２７２３ 

 

 

 

←掲載イベントの←掲載イベントの←掲載イベントの←掲載イベントの    

    詳しい情報はコチラ詳しい情報はコチラ詳しい情報はコチラ詳しい情報はコチラ    

“胎内観光“胎内観光“胎内観光“胎内観光 NAVINAVINAVINAVI””””    

  

 

天体ファン、一般参加者まで誰もが気軽に参加できるイベントです！ 

正午過ぎ正午過ぎ正午過ぎ正午過ぎ    

７月２９日（土） 

テニス大会） 

ツアー（有料） 

 

ビール園工場見学＆ランチ（有料） 

あなたも気象予報士・胎内昆虫の家 昆虫教室 

ロケット実験教室・石工体験教室（有料） 

恒例の第１回オークション 

   司会：柳家小ゑん師匠 

 司会：柳家小ゑん師匠 

会場内特設スタジオより miniＦＭ、ＮＥＴ公開生中継 

 

会場内は、自由観察・機材デモなど自由に 

 

 

７月号７月号７月号７月号    

Vol.Vol.Vol.Vol.７２７２７２７２    

※市役所ロビー、たるが橋観光交流センターにパンフレットがあります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

飯豊連峰胎内口山開き登山飯豊連峰胎内口山開き登山飯豊連峰胎内口山開き登山飯豊連峰胎内口山開き登山
日本百名山の一つにあげられる飯豊山をはじめ、

飯豊連峰の胎内口山開き登山を行います。

★頼母木山（★頼母木山（★頼母木山（★頼母木山（1,7301,7301,7301,730ｍ）ｍ）ｍ）ｍ）        門内岳（門内岳（門内岳（門内岳（

■と  き  ７７７７月月月月１１１１日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～
■受  付  ７月１日（土

■集合場所  奥胎内ヒュッテ

■参 加 費  無料 

■対  象  どなたでも参加できます。※各自のレベルに応じて参加してください

■持 ち 物  食料、飲み物、着替え、寝具、雨具、洗面用具など

       ※登山に必要なものは、各自でご準備願います

■問い合わせ  胎内市商工観光課

奥胎内ヒュッテ奥胎内ヒュッテ奥胎内ヒュッテ奥胎内ヒュッテ    ⇔⇔⇔⇔    足ノ松尾根登山口足ノ松尾根登山口足ノ松尾根登山口足ノ松尾根登山口

運行期間運行期間運行期間運行期間    平平平平    日日日日    ：平成２９：平成２９：平成２９：平成２９

                    土土土土日祝日祝日祝日祝    ：平成２９：平成２９：平成２９：平成２９

運行料金運行料金運行料金運行料金    片道１人片道１人片道１人片道１人    ５００円（小学生未満は無料）５００円（小学生未満は無料）５００円（小学生未満は無料）５００円（小学生未満は無料）

足ノ松尾根登山口行足ノ松尾根登山口行足ノ松尾根登山口行足ノ松尾根登山口行 【全日の時刻】【全日の時刻】【全日の時刻】【全日の時刻】

乗停車場所 発 着 

奥胎内ヒュッテ 発 

足ノ松尾根登山口 着 

奥胎内ヒュッテ行奥胎内ヒュッテ行奥胎内ヒュッテ行奥胎内ヒュッテ行【平日の時刻】【平日の時刻】【平日の時刻】【平日の時刻】

乗停車場所 発 着 

足ノ松尾根登山口 発 

奥胎内ヒュッテ 着 

奥胎内ヒュッテ行奥胎内ヒュッテ行奥胎内ヒュッテ行奥胎内ヒュッテ行【【【【土土土土・・・・日日日日・・・・

乗停車場所 発 着 

足ノ松尾根登山口 発 １３：００

奥胎内ヒュッテ 着 １３：１０

    ※市街地※市街地※市街地※市街地    ⇔⇔⇔⇔    奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください

村松浜海水浴場海開き７７７７/14/14/14/14    

村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。

近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、

シャワーもシャワーもシャワーもシャワーも無料無料無料無料

お越しください！お越しください！お越しください！お越しください！

■■■■問い合わせ 胎内市商工観光課

 

飯豊連峰胎内口山開き登山飯豊連峰胎内口山開き登山飯豊連峰胎内口山開き登山飯豊連峰胎内口山開き登山
日本百名山の一つにあげられる飯豊山をはじめ、2,000ｍ級の山々が連なる

飯豊連峰の胎内口山開き登山を行います。 

門内岳（門内岳（門内岳（門内岳（1,8871,8871,8871,887ｍ）を目指します。ｍ）を目指します。ｍ）を目指します。ｍ）を目指します。    

日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～    ２２２２日（日）日（日）日（日）日（日）    
日（土）５：３０～６：００ 

奥胎内ヒュッテ 

どなたでも参加できます。※各自のレベルに応じて参加してください

食料、飲み物、着替え、寝具、雨具、洗面用具など。

※登山に必要なものは、各自でご準備願います。 

胎内市商工観光課 ☎０２５４－４３－６１１１（内線１２５３

足ノ松尾根登山口足ノ松尾根登山口足ノ松尾根登山口足ノ松尾根登山口    を乗合タクシーが運行いたしますを乗合タクシーが運行いたしますを乗合タクシーが運行いたしますを乗合タクシーが運行いたします

：平成２９：平成２９：平成２９：平成２９年７月年７月年７月年７月    １１１１日～日～日～日～    ８月３１日８月３１日８月３１日８月３１日    

：平成２９：平成２９：平成２９：平成２９年７月年７月年７月年７月    １１１１日～１０月日～１０月日～１０月日～１０月    ９９９９日日日日    

５００円（小学生未満は無料）５００円（小学生未満は無料）５００円（小学生未満は無料）５００円（小学生未満は無料）    

【全日の時刻】【全日の時刻】【全日の時刻】【全日の時刻】 

１ 便 ２ 便 

５：３０ ５：５０ 

５：４０ ６：００ 

【平日の時刻】【平日の時刻】【平日の時刻】【平日の時刻】    

１ 便 ２ 便 ３ 便 

１５：４０ １６：００ １６：２０

１５：５０ １６：１０ １６：３０

・・・・祝日祝日祝日祝日の時刻】の時刻】の時刻】の時刻】 

１ 便 ２ 便 ３ 便 ４ 

１３：００ １４：００ １５：００ １６：００

１３：１０ １４：１０ １５：１０ １６：１０

奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください

村松浜海水浴場海開き
村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。

近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、

無料無料無料無料で利用できますので、今年の夏はぜひ村松浜海水浴場へで利用できますので、今年の夏はぜひ村松浜海水浴場へで利用できますので、今年の夏はぜひ村松浜海水浴場へで利用できますので、今年の夏はぜひ村松浜海水浴場へ

お越しください！お越しください！お越しください！お越しください！    海水浴場開設期間７海水浴場開設期間７海水浴場開設期間７海水浴場開設期間７////１４１４１４１４～８～８～８～８////１６１６１６１６

胎内市商工観光課 ☎０２５４－４３－６１１１（

飯豊連峰胎内口山開き登山飯豊連峰胎内口山開き登山飯豊連峰胎内口山開き登山飯豊連峰胎内口山開き登山    
ｍ級の山々が連なる 

どなたでも参加できます。※各自のレベルに応じて参加してください。 

。        

☎０２５４－４３－６１１１（内線１２５３）       

を乗合タクシーが運行いたしますを乗合タクシーが運行いたしますを乗合タクシーが運行いたしますを乗合タクシーが運行いたします。。。。    

３ 便 

６：１０ 

６：２０ 

 ４ 便 

１６：２０ １６：４０ 

１６：３０ １６：５０ 

 便 ５ 便 

１６：００ １７：００ 

１６：１０ １７：１０ 

奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください奥胎内ヒュッテへの移動は民間タクシーをご利用ください    

村松浜海水浴場海開き 
村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。村松浜海水浴場は遠浅で水のきれいな海と白い砂浜の海水浴場です。    

近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、近くには塩の湯温泉もあり、リフレッシュできます。駐車場や更衣室、    

で利用できますので、今年の夏はぜひ村松浜海水浴場へで利用できますので、今年の夏はぜひ村松浜海水浴場へで利用できますので、今年の夏はぜひ村松浜海水浴場へで利用できますので、今年の夏はぜひ村松浜海水浴場へ    

１６１６１６１６    

－６１１１（内線１２５３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

★★★★７７７７////    １（土）１（土）１（土）１（土）    ８８８８（土）（土）（土）（土）      

★★★★７７７７////１５（土）１６（日１５（土）１６（日１５（土）１６（日１５（土）１６（日））））２２（土）２２（土）２２（土）２２（土）

★★★★７７７７////２８（金２８（金２８（金２８（金））））２９（土）２９（土）２９（土）２９（土）      

●時 間 １９：３０～２１：３０１９：３０～２１：３０１９：３０～２１：３０１９：３０～２１：３０

●ところ 胎内自然天文館 

●料 金 入館料のみ 一般３００円・小中学生１５０円

●問い合わせ 胎内自然天文館 

 

●開館時間   ９：００～１７：００

●入 館 料   大人４１０円・

●問い合わせ        胎内昆虫の家 

 

阪神タイガース阪神タイガース阪神タイガース阪神タイガース OOOOBBBB    

講師講師講師講師    元阪神タイガース元阪神タイガース元阪神タイガース元阪神タイガース

梅本梅本梅本梅本    正之正之正之正之氏氏氏氏            

■と■と■と■と        きききき        ７７７７月月月月２９２９２９２９日（土）日（土）日（土）日（土）
■■■■と こと こと こと こ ろろろろ        胎内市総合グラウンド野球場

■■■■申 込申 込申 込申 込 みみみみ        要予約 【締切り

■■■■問い合わせ問い合わせ問い合わせ問い合わせ     胎内市教育委員会

■出発日 ７７７７月月月月２６２６２６２６日（水）日（水）日（水）日（水）
■集合場所 胎内市役所 ９：００・新発田駅

■参加費 大人大人大人大人・こども同額・こども同額・こども同額・こども同額１名１名１名１名

■定 員 ２０名様（最少催行人員１０名）

■申込み・問い合わせ ハミングツアー下越営業所☎０２５４－４４－１３６０

新発田市の内の倉ダム、胎内市の新発田市の内の倉ダム、胎内市の新発田市の内の倉ダム、胎内市の新発田市の内の倉ダム、胎内市の奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです

星星星星 空空空空 観観観観

ダムマニア注目のスポット！たいないとしばたのダムを見たい人、集合！

で星空を見よう！

      月と七夕の星を見よう 

２２（土）２２（土）２２（土）２２（土） 木星・土星・夏の星雲・星団・星座めぐり

      胎内星まつり（月と木星・土星・夏の星座めぐり）

１９：３０～２１：３０１９：３０～２１：３０１９：３０～２１：３０１９：３０～２１：３０※７/２８・２９は胎内星まつりの為１９：００～２３：３０

一般３００円・小中学生１５０円 

 ☎０２５４－４８－０１５０ 

お知らせ！ 

７７７７月月月月２５２５２５２５日（火日（火日（火日（火）～）～）～）～８８８８月月月月３１３１３１３１
    

９：００～１７：００ 

大人４１０円・小中学生２６０円 

 ☎０２５４－４８－３３００ 

元阪神タイガース元阪神タイガース元阪神タイガース元阪神タイガース    

            亀山亀山亀山亀山    努努努努氏氏氏氏    

日（土）日（土）日（土）日（土）８：３０～１１：３８：３０～１１：３８：３０～１１：３８：３０～１１：３００００    

胎内市総合グラウンド野球場    

締切り ７月７日（金）まで】    

胎内市教育委員会 生涯学習課 スポーツ振興係 ☎０２５４－４７－３４０８

日（水）日（水）日（水）日（水）    
９：００・新発田駅 ９：３０（帰り胎内市役所１６：３０・新発田駅

１名１名１名１名    ３３３３，０００，０００，０００，０００円円円円     

２０名様（最少催行人員１０名） 

ハミングツアー下越営業所☎０２５４－４４－１３６０

奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです

観観観観 望望望望 会会会会    

ダムマニア注目のスポット！たいないとしばたのダムを見たい人、集合！

 

で星空を見よう！ 

木星・土星・夏の星雲・星団・星座めぐり 

胎内星まつり（月と木星・土星・夏の星座めぐり） 

２８・２９は胎内星まつりの為１９：００～２３：３０    

３１３１３１３１日（木日（木日（木日（木））））    

☎０２５４－４７－３４０８    

市内市内市内市内    

小中学生小中学生小中学生小中学生    

対象対象対象対象    

プロの技をプロの技をプロの技をプロの技を    

身につけろ身につけろ身につけろ身につけろ    

（帰り胎内市役所１６：３０・新発田駅１７：００） 

ハミングツアー下越営業所☎０２５４－４４－１３６０【協賛：胎内市商工観光課】 

奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです奥胎内ダムを見学します。奥胎内ヒュッテでの昼食付き、ダムは案内人付きです。。。。    

 

 

 

 

ダムマニア注目のスポット！たいないとしばたのダムを見たい人、集合！ 

 

 

 

新潟ふるさと村アピール館で観光展示をはじめ、ステージイベント・体験など胎内市の魅力をたっぷりとご紹介！

 

◆編集者マナマナのひとこと◆◆編集者マナマナのひとこと◆◆編集者マナマナのひとこと◆◆編集者マナマナのひとこと◆    

いよいよ夏本番！今年の星まつりはアメリカでの日食観測などの

予定により、7 月開催です。会場ではキャンプも

夏休みの思い出づくりに家族でいかがですか！？

 

地元胎内の魅力再発見！

ボランティアガイドと歩いてめぐる
市民ボランティアガイドと一緒に、市内の見どころを歩いてめぐるガイドツアーを開催します。

乙宝寺と伝説ガイドコース（約乙宝寺と伝説ガイドコース（約乙宝寺と伝説ガイドコース（約乙宝寺と伝説ガイドコース（約１１１１

●と き ７／８７／８７／８７／８（土（土（土（土））））１０：００～１１：３０

●集合場所 きのと観光物産館 

●参加費 ２００円（保険料含む。宝物殿を拝観する場合は３００円が別途必要

●定 員 ２０人 ●主なルート 弁天堂・仁王門・三重塔など

羽黒十一面観音コース（約５㎞）羽黒十一面観音コース（約５㎞）羽黒十一面観音コース（約５㎞）羽黒十一面観音コース（約５㎞）    

●と き ７／１６（日７／１６（日７／１６（日７／１６（日））））９：００～１３：３０

●集合場所 胎内市役所（玄関前） 

●参加費 ２００円（保険料含む。 

昼食代などが別途必要となります。

●定 員 ８人  

●主なルート 羽黒三社・羽黒十一面観音 

●ガイド人 南波 正夫さん 

 ◆申し込み・問い合わせ 胎内市観光協会☎０２５４－４７－２７２３

※開催日の１週間前までに胎内市観光協会へお申込みください。

米粉のまち胎内市の魅力紹介展

 板額会による着付け体験

７/１・２・８・９ 
 １０：００～１６：００※予約不要

 

■開催期間  ７月上旬予定７月上旬予定７月上旬予定７月上旬予定
料  金   お持ち帰りプラン

       食べ放題プラン

■問い合わせ  新潟フルーツパーク

板額弓人（cute

＆オチムシャーズスペシャルステージショー

７/８①１１:００②１３

観光展示をはじめ、ステージイベント・体験など胎内市の魅力をたっぷりとご紹介！

 

小学生 ５００円 

今年の星まつりはアメリカでの日食観測などの

会場ではキャンプも特別に出来るので、

でいかがですか！？ 

地元胎内の魅力再発見！ 

ボランティアガイドと歩いてめぐる の胎内
市民ボランティアガイドと一緒に、市内の見どころを歩いてめぐるガイドツアーを開催します。

１１１１....５５５５㎞）㎞）㎞）㎞）                    

１０：００～１１：３０ 

。宝物殿を拝観する場合は３００円が別途必要） 

弁天堂・仁王門・三重塔など ●ガイド人 渡部 

    

１３：３０ 

昼食代などが別途必要となります。） 

  

中条まち歩き中条まち歩き中条まち歩き中条まち歩きコース（約コース（約コース（約コース（約

●と き ７／２３７／２３７／２３７／２３（日（日（日（日

●集合場所 ＪＲ中条駅前広場

●参加費 ２００円（保険料含む）

●定 員 １０人  

●主なルート 観音堂・淡島神社・地蔵堂

熊野若宮神社

●ガイド人 五十嵐 邦雄

胎内市観光協会☎０２５４－４７－２７２３ 

※開催日の１週間前までに胎内市観光協会へお申込みください。 

米粉のまち胎内市の魅力紹介展

板額会による着付け体験 

１０：００～１６：００※予約不要 

発行元：胎内市商工観光課

☎ ０２５４－４３－６１１１

７月上旬予定７月上旬予定７月上旬予定７月上旬予定（土日祝日のみ開催）（土日祝日のみ開催）（土日祝日のみ開催）（土日祝日のみ開催）９：００～１６：００９：００～１６：００９：００～１６：００９：００～１６：００

お持ち帰りプラン もぎ取り（１００ｇ ２００円） 

食べ放題プラン  時間制限なし 大人１，０００円（お持ち帰り１パック付）

新潟フルーツパーク ☎０２５４－４７－３３６３                       

cute♡）隊 

ペシャルステージショー 

００②１３:３０約３０分 

観光展示をはじめ、ステージイベント・体験など胎内市の魅力をたっぷりとご紹介！ 

 小学生未満無料 

 

 

 

の胎内 
市民ボランティアガイドと一緒に、市内の見どころを歩いてめぐるガイドツアーを開催します。 

 

 昇二さん・肥田野 洋子さん 

コース（約コース（約コース（約コース（約３３３３㎞）㎞）㎞）㎞）    

（日（日（日（日））））１０：００～正午 

ＪＲ中条駅前広場 

００円（保険料含む） 

観音堂・淡島神社・地蔵堂 

熊野若宮神社 

邦雄さん 

 

米粉のまち胎内市の魅力紹介展 

発行元：胎内市商工観光課 

０２５４－４３－６１１１ 

 

９：００～１６：００９：００～１６：００９：００～１６：００９：００～１６：００    

 

（お持ち帰り１パック付） 

                       


