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自然崇拝に根ざした多様な神仏の霊場

紀伊山地の霊場と参詣道
（和歌山県・奈良県）

６世紀ごろから真言密教をはじめとする山岳
修行の場になった紀伊山地。海岸沿いまで深

奈良県

日本の世界遺産には、古来より信仰の中心地と
①

ん！ 現代も
「パワースポット」
として多くの人々が

三重県

集まってきます。世界遺産をめぐりながら、
よい
写真提供：中尊寺

ココ

（岩手県）

平泉は、平安時代に奥州藤原氏が拠点とした

す
「浄土思想」
の理想世界を実現させようと、

中尊寺金色堂 ①

ココ

が 見どころ！

く ま の は や た ま た い し ゃ

熊野速玉大社 ③

全国の熊野神社の総本山。背後の神倉山は神代の時代から崇められていた聖

詣道が世界遺産に指定されています。

域であり、
熊野の神々が一番最初に降臨したと伝えられるゴトビキ岩は必見。

こ う や さ ん

高野山 ①

ココ
な

那智の大滝 ④

います。

熊野那智大社の別宮飛

ごびょう

瀧神社の御神体であり、

ココ

の深さは10mと、
その落

ここもチェック!

お申し込み No.5024401

高さ133メートル、滝壺
差と水量は日本一。

も う つ う じ

毛越寺 ②
開祖である慈覚大師が、
この地を霊

DATA

場にせよという薬師如来の化身の
が。庭園の中心となる大泉が池は清

平泉 に訪れた際は

ココ

浄な気が流れており、境内最大のパ

平泉ホテル武蔵坊

スパ
（日帰り湯、
クアハウス）入浴料
大人（中学生以上）620円 ▶ 520円 小人（小学生）310円 ▶ 210円

が 見どころ！

金峯山寺 ②

ワースポットと言われています。

ココ

所在地／●熊野速玉大社：和歌山県新宮市新宮１番地●那智の大滝：
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山●高野山：和歌山県伊都郡高野町
高野山１３２●金峯山寺：奈良県吉野郡吉野町吉野山
和歌山県世界遺産協議会
TEL 0735(42)1044 http://www.sekaiisan-wakayama.jp

紀伊山地に訪れた際は

き ん ぷ ぜ ん じ

ここもチェック!

厳しい修行を修験道の開祖

が 見どころ！

とされている役小角が修行

金鶏山 ③

によって開いたと言われる

高さ約60mの山頂からは平

シンボル。

き ん け い ざ ん

ふろむな倶 楽 部ご優 待

お お た き

大師空海の御廟がある奥の院エリアは、強力なパワーに満ちた場と言われて

が 見どころ！

ち、遺跡も含めた５件が世界遺産リストに登

にも注目したいところ。

が 見どころ！

日本三大名滝のひとつ。

お告げに従って開いたという伝承

が100年ものあいだ栄えた土地の持つパワー

ち

金箔や蒔絵などの豪華な細工にも注目。

多様な寺院や庭園を作りました。それらのう
録されています。平安京に次ぐほどの大都市
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が 見どころ！

「高野山」の三つの霊場と、それらを結ぶ参

建立。国宝の金色堂には藤原氏三代の遺体と四代の首級が納められており、

い平和な世を願い、西方浄土への往生を目指

DATA

が 見どころ！

ココ

良・三重にまたがる
「吉野・大峯」
「熊野三山」

真言密教の総本山。根本大塔や御影堂が建つ壇上伽藍エリアと、開祖弘法

ち ゅ う そ ん じ こ ん じ き ど う

前九年の役・後三年の役の犠牲者の慰霊のために、奥州藤原氏の初代清衡が

地。仏教を厚く信仰した藤原氏が、戦乱のな

①②③

③④

和歌山県

運気とパワーをもらいに出かけてみませんか？

平泉

神聖な場所と崇められてきました。和歌山・奈

②

なってきた場所や聖地と言われる場所がたくさ

い山々が迫る地形と景観によって、歴史的に

古刹であり、霊山吉野山の

泉全体が見渡せ、
「平泉を鎮護

お申し込み No.5023381

入泉料 ▶ 100円OFF

ふろむな倶楽 部ご優 待
天然温泉 ゆの里

歴史ある地で、
お水への感謝の気持ちを忘
れずにスタッフ一同日々精進しております。

する聖なる山」
と言われるほど
のパワーのある地。雌雄一対
の黄金の鶏が埋められている
という伝承からこの名前に。

所在地／●中尊寺：岩手県西磐井郡平泉町平泉字衣関２０２●毛越寺：岩手県西磐井郡平泉町平泉字大沢５８●金鶏山：岩手県西磐井郡平泉町平泉字花立地内
平泉観光協会 TEL0191（46）2110 http://hiraizumi.or.jp

ふろむな倶楽部
ご優待クーポンの
使い方
※ 掲載内容は2018年4月
時点のものです。

パソコン又はスマート
フォンで「クラス エル」
ウェブサイトにログイン

トップページにある
オーナー様サービス
より
「ふろむな倶楽部」
利用サイトへ移動

クラス エル ウェブサイト

クラス エルふろむな倶楽部
検索
ページ上部の・
・・・フォームに
お申し込みNo.を入力し検索

サービスご利用の際、パソコン
の方は印刷したクーポンを、
スマートフォンの方はクーポン
画面をご提示

https://www.class-l.jp
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マイル交換

今も息づく祈りの聖地へ

江戸時代の庶民がこぞって目指した

琉球グスク及び関連遺産群

富士山

（沖縄県）

（山梨県・静岡県）

神々の島と言われるほど、島じゅうの至るとこ
ろに“聖域”があり、固有の信仰が現在でも息

①

い場所が世界遺産に登録されていると言わ

ココ

③④

②

れています。“グスク”とは
「城」
という意味。
い
①

富士山本宮浅間大社（静岡県）②
きたぐちほんぐうふじあさまじんじゃ

北口本宮富士浅間神社（山梨県）③
太古の昔から何度も噴火を繰り返していた富

本宮。北口本宮富士浅間神社は、江戸
時代に富士講の行者が寄進をし、
建物

鎮火への祈りは、時代により修験道や富士講

の修復を行って以降、
富士講の参詣者
が集まるようになったそう。

といったさまざまな形の信仰に広がっていき
ました。
山麓には、
そんな富士山信仰にまつわ
る神社や史跡が点在しています。

ココ

が 見どころ！

き ゅ う と が わ け じ ゅ う た く

旧外川家住宅 ④
富士山登拝にきた富士講の

が 見どころ！

ココ

斎場御嶽 ①

が 見どころ！

信者の世話や富士山の案内、

し ゅ り じ ょ う

首里城 ③

富士山信仰の布教活動や祈

現在の建物は1992年に復元されたもの。
城内には
「首里森御嶽
（すいむいうた

沖縄のパワースポット巡りでは外せ

祷などに携わった御師（おし）

き）」
をはじめ、
「十嶽（とたき）」
と呼ばれる10カ所の御嶽（拝所）
があったと言

ない沖縄最高の聖地。琉球の始祖と

の家で、現在も何軒か残る御

われています。

いわれるアマミキヨが造ったとされ、

師の家のうち、最も古いもの。

大きな岩から差し込む沖縄の強い
一筋の日差しに荘厳さが漂います。

ココ

が 見どころ！

写真提供：やまなし観光推進機構

たまうどぅん

ココ
そ

の

玉陵 ④

が 見どころ！
ひ

ゃ

ん

う

た

代々の琉 球 王 室の中で、

き

園比屋武御嶽 ②

限られた国王と王女の眠
る石 造りの墓 。墓 域は約

首里城公園の敷地内に

級のもの。地元の人にとっ

出る際に安全祈願をした

ては重要な拝所のひとつ

という礼拝所。道中安全

でもあります。

祈願のご利益があるとさ
れています。

所在地／●首里城：沖縄県那覇市首里金城町１−２ 首里城公園内●玉陵：沖縄県那覇市首里金城町１−３●園比屋武御嶽：沖縄県那覇市首里真和志１−
７付近 首里城公園内●斎場御嶽：沖縄県南城市知念字久手堅地内
沖縄県ユネスコ協会 TEL 098(866)2746 https://okinawa-unesco.com

琉球グスク に訪れた際は
ここもチェック!

ふろむな倶 楽 部ご優 待
玉陵

入場料金（個人）▶ 20％OFF

第二尚氏王朝の墓陵。県内最
大の破風墓には、歴代の王と
その親族が眠る。

ココ

琉球グスク に訪れた際は
ここもチェック!

お申し込み No.5020539

ふろむな倶 楽 部ご優 待

首里琉染 サンゴ染体験・紅型染体験

利用料金 大人 3240円 ▶ 2916円 小人 2700円 ▶ 2430円

その他にも世界遺産のパワーが宿る場所をウェブマガジンでもご紹介しています。
ぜひご覧ください。

が 見どころ！

富士山 ①

富士信仰の御神体。各登山道や山頂には、信仰の歴史を感じさせる井戸や
小祠、
鳥居といった遺跡が残っています。

6000坪で沖縄でも最大

ある琉球国王が場外に
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富士山本宮浅間大社は、
富士山を鎮め
るための浅間大神を祀った神社の総

た、
まさにパワースポット。富士山への畏怖や

わゆるお城の機能だけでなく、信仰の聖地と

お申し込み No.5006829

が 見どころ！

ふ じ さ ん ほ ん ぐ う あ さ ま た い し ゃ

いう性格も併せ持つという説があります。

せ ー ふ ぁ ー う た き

DATA

ココ

士山は、
自然の強大なエネルギーが蓄積され

づいている沖縄。
その中でも、特にパワーの強

②③④

オーナー様サービス

DATA

富士山 に訪れた際は
ここもチェック!

お申し込み No.5000455

ふろむな倶楽 部ご優 待
富士八景の湯

入浴料（平日・土日・祝／大人・中学生以上）▶ 200円OFF

所在地／●富士山：山梨県（富士吉田市ほか）、静岡県（富士宮市ほか）
●本宮浅間大社：静岡県富士宮市宮町１−１●北口本宮富士浅間神：山梨県富士吉田
市上吉田５５５８●旧外川家住宅：山梨県富士吉田市上吉田３−１４−８
富士山世界遺産センター TEL 0555(72)0259 http://www.fujisan-whc.jp

世界遺産を満喫する旅のプランはおまかせ！

クラス エル コンシェルジュデスク

お気軽に
ご連絡
ください

「熊野古道を歩きたい」
「 首里城をじっくり見学したい」など、
ご希望に合わせて世界遺産をめぐる旅のご計画をお手伝いし
ます。
どうぞお気軽にご相談ください。

https://www.class-l.jp/

0120 -749 - 073 （当社指定定休日を除く）
受付時間／9:00〜18:00
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オーナー様サービス

車酔いの対策 ポイント

子連れドライブを安全・快適に！
3歳過ぎから増えてくる子どもの車酔い。
完全

レジャーや旅行に最適の季節。車で長距離のお出かけをするご家

に防ぐのは難しくても、
お子さんの負担を軽く

族も多いのではないでしょうか。でも小さいお子さんがいると、準

するために、
いろいろな対処法を準備してお

備やコンディションを整えるのも大変です。
お子様連れのドライブ

きましょう。
顔色が悪い、
冷や汗などの症状が

を快適に、安全に過ごすポイントをご紹介します。

脂肪の多い食事は

食事は乗る３時間

芳香 剤や香 水な

消化が悪いので避

前までに。
空腹・満

ど、
においの強いも

ける

腹を避ける

のを避ける

ゆったりとした

頭や上半身をむやみに揺らさず、
曲がる方向

服装に

に合わせて体を動かす

これで
車酔いも
大丈夫だね

出たら車から降りること。
また、
日ごろからブラ
乗る1時間前にしょうが汁を飲む

ンコやシーソー、
でんぐり返しや前転・後転で

（辛み成分が腸の働きを安定させる効果があります）

遊び、
揺れに体を慣らすのも効果的。

●チャイルドシート着用率

シートに着替えを置いておく
汗や車酔いで汚してしまったとき、
トラ
ンクに着替えを入れておくとすぐに取
り出せないことも。

ブラ
ブラ

車の中だけしか見られないDVDを
何枚か持って行くと、
長時間でも飽

冷バッグに入れておきます。
子どもの
汗やお手ふき食べこぼしをふくときな
ど、
薄いウェットシートよりも便利で、
暑
いときの気分転換にも。

うことも。
渋滞にはまったりすると、
家族みんなが

40.9%

ぶらぶらするようになり、
疲れてしまうので、
バッグや

人が言った単語を全部言う
「記憶しり

荷物などを置いて足置き場を作っても。

たりすると、
時間が稼げて盛り上がり

0%

体が成長すると、
チャイルドシートからひざ下が出て

この着用率
はキケン!

39.1%
64.1%

20%

40%

60%

2016

2017年チャイルドシート使用率データ
（警察庁・JAF合同調査）

よると年齢が高くなると、
チャイルドシート着用率が低くなる傾
向がありますが、
6歳未満はチャイルドシートの使用義務があり

64.2%

2017

りますが、
気を紛らわしながら座らせるようにしましょう。
調査に

80%

ます。6歳以上でも、
身長140cm以下の子はチャイルドシート
をしていないと、万が一のときに危険です。面倒でも、
お子様
の安全のために、
体にあったものを用意してあげたいですね。

● 子連れドライブに役立つ景品も揃っています

ます。

イライラして疲れてしまいます。
いつもの準備にひ

と工夫を加えて、
車内で快適に過ごしたいですね。

楽器のおもちゃで音楽会
おもちゃのカスタネットやタンバリンを用意し
て、
歌を歌いながら演奏。
子どものストレス発
散とドライバーの眠気防止にもなります。
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t!
Poin

長時間ドライブだと子どもがチャイルドシートを嫌がることもあ

66.8%

6歳未満
全体

子どもの退屈防止のしりとりも、
前の
とり」
や３文字、
5文字に文字数限定し

小さなお子さんは長時間のドライブに飽きてしま

65.6%

5歳

子どもとのしりとりもひと工夫

冷やしたタオルのおしぼりを何本か保

87.1%

1歳～
4歳

きずに集中して観てくれます。

冷たいおしぼりを何枚も用意

87.1%

1歳未満

車内専用のDVDをつくる

粉ミルクはキューブがおすすめ
袋から直接哺乳瓶に入れるだけ、
計量いらずな
ので、
車中でも簡単にミルクが作れます。

その他にも子連れドライブを快適に過ごすヒントをウェブマガジンでもご紹介しています。ぜひご覧ください。

【アップリカ】
エアグルーヴ プレミアム AC
景品番号
レオマイル

EK8E-01300他
32,000LM

●サイズ：
【全体】(約)幅44.2×高さ67.2～75×奥行
41.3cm●素材：ポリプロピレン、ウレタンフォーム、
ポリエステル●使用体重目安：9kg～36kg●付属
品：ドリンクホルダー、肩ベルト調節ストラップ●カラー：
レッドノアール、ブルーノアール

涼感チャイルドシートパッド
景品番号
レオマイル

EK8E-02400他
3,600LM

●サイズ：(約)幅40(最小24)×長さ70cm●紐サイ
ズ：約52cm×4、約18cm×2●素材：
【表・裏地】ポリ
エステル100%【紐】綿100%●付属品：タオル●日本
製●カラー：ブルー、ピンク

【サッシー】
ラトル＆ティーザーセット
景品番号
レオマイル

EK8E-03000
4,200LM

●サイズ：
【えほん 】(約)横17×縦14×厚さ3cm
【ティーザー】(約)横12×縦11×厚さ3cm【ラトル】
(約)横14×縦9×厚さ5cm●素材：ポリエステル、
ABS・EVA・PET樹脂、ポリプロピレン他●付属品：フッ
ク6●CE適合品●中国製

【シャープ】
プラズマクラスターイオン発生機
景品番号
レオマイル

TE8D-02100他
17,000LM

●サイズ：(約)上部径7.4×下部径6.5×高さ16.2cm
●重量：約260g●適用容積目安：約3.6m³●電源
コード：約1.5m●付属品：USBカーアダプター、USB
ケーブル他●カラー：ホワイト、ブラック、レッド
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マイル交換

イベント

編集部がおすすめする！

世界遺産めぐりの拠点の宿に！

オーナー様サービス

ホテル

富士山

マイル交換

イベント

V S

旅館

全国各地の世界遺産への足回りがよい宿が勢揃い。上質のサービスで旅気分が
いっそう盛り上がります。ホテル派、旅館派とお好みに合わせてお選びください。

富士山

約３万坪の大庭園は道路を隔てて河口湖、正面には富士山が

館内の至る所で世界遺産の富士山をたっぷりと楽しめる宿。

望める絶好のロケーション。新緑から深緑へと生い茂る木々

特に最上階の露天風呂では、お湯と河口湖の湖面が一体と

の間から富士山がのぞく初夏らしい風景が楽しめます。

なった先に、
天空に浮かんだかのような富士山が！
【山梨／河口湖】
風のテラス KUKUNA(1泊1室2名様)

【山梨／河口湖】
富士ビューホテル (1泊1室2名様)
景品番号

JT8E-09000

レオマイル

景品番号

63,000LM

【北海道／網走湖畔】
北天の丘 あばしり
湖鶴雅リゾート(1泊1室2名様)
景品番号
レオマイル

JT8E-02000
55,000LM

小高い丘の上に建つリゾートホテル。周囲には北海
道らしい風景が広がります。館内はオホーツク民族
文化をイメージした、落ち着いた雰囲気で統一され
知床
ています。この地ならではの旅物語をどうぞお楽し
みください。
◆お部屋／別棟洋座室ツイン（27㎡）※全室禁煙◆お食事／夕食：レストラン、朝食：レストラン
◆交通／JR網走駅→車約15分
◆ご利用期間：2018年8月31日(金)まで※設定除外日あり◆お申込期限：2018年8月3日(金)まで

【栃木／日光】
日光金谷ホテル(1泊1室2名様)
景品番号
レオマイル

JT8E-07000
67,000LM

1873年創業。現存する日本最古のリゾートクラ
シックホテルとして、登録有形文化財・近代化産業
遺産に指定されており、クラシックな雰囲気に溶け
日光
込む上質なおもてなしが好評。数々の著名人が訪
れたことでも有名です。
◆お部屋／ツイン（30㎡）◆お食事／夕食：レストラン、朝食：レストラン◆交通／東武鉄道東武日光駅→車約5分
※東武日光駅より定時運行送迎あり
◆ご利用期間：2018年8月31日(金)まで※設定除外日あり◆お申込期限：2018年8月3日(金)まで

JT8E-08000

レオマイル

81,100LM

◆お部屋／中央館 和洋室（35㎡）
＋踏込＋テラス付 ※バスタブなしシャワーブース付◆お食事／夕食：レストラ
ン、朝食：レストラン◆交通／富士急行河口湖駅→車約5分
◆ご利用期間：2018年8月31日(金)まで※設定除外日あり◆お申込期限：2018年8月3日(金)まで

◆お部屋／ツイン（36㎡）◆お食事／夕食：レストラン、朝食：食事処◆交通／富士急行河口湖駅→車約8分
◆ご利用期間：2018年8月31日(金)まで※設定除外日あり◆お申込期限：2018年8月3日(金)まで

8

オーナー様サービス

【岩手／北上】
ホテルシティプラザ北上(1泊1室2名様)
景品番号
レオマイル

【岐阜／高山】
花扇別邸いいやま(1泊1室2名様)

JT8E-04000

景品番号

29,500LM

レオマイル

JT8D-12000

花扇別邸という名の通り、部屋数も限定した大人の
隠れ家。 飛騨高山に古くからある邸宅に滞在する
ような、静かでプライベートな時間をお過ごしいた
白川郷
だけます。閑静な場所で木の温もりと郷土料理で真
心をもっておもてなしします。
◆お部屋／和室12畳◆お食事／夕食：部屋・個室食事処・宴会場のいづれか、朝食：部屋・個室食事処のいづれか
※選べません◆交通／JR高山本線高山駅→車約10分 ※高山駅西口駅より定時運行送迎あり
◆ご利用期間：2019年3月31日(日)まで※設定除外日あり◆お申込期限：2019年3月15日(金)まで

【沖縄／恩納村】
シェラトン沖縄
サンマリーナリゾート(1泊1室2名様)

【和歌山／川湯】
山水館 川湯みどりや(1泊1室2名様)

景品番号

JT8D-22000

景品番号

90,000LM

2016年3月フロント・ロビー・客室を全面リニュー
アル。国定公園内に立地し、青い海を目の前にした
オーシャンビューフロントのビーチリゾートです。屋
沖縄
内プールや大浴場などを含む複合施設もあり、お子
様から大人の方までお楽しみいただけます。
◆お部屋／ツイン（32㎡～36㎡）◆お食事／夕食：なし、朝食：レストラン◆交通／那覇空港→空港リムジンバス那覇
空港から約80分サンマリーナリゾート下車→徒歩すぐ
◆ご利用期間：2019年3月31日(日)まで※設定除外日あり◆お申込期限：2019年3月15日(金)まで

レオマイル

紀伊山地

景品番号

72,000LM

岩手県内でも屈指の広いお部屋と、雄大な北上川
を眺めながら地元の食材を楽しめる朝食バイキン
グが自慢です。四季折々の豊かな自然の景色とお
平泉
もてなしで快適なホテルライフをお過ごしいただけ
ます。
◆お部屋／ツイン（23㎡）◆お食事/夕食：なし、朝食：レストラン(朝食が和定食の場合あり)
◆交通／JR北上駅→徒歩約5分
◆ご利用期間：2018年8月31日(金)まで◆お申込期限：2018年8月3日(金)まで

レオマイル

【奈良／奈良市内】
四季亭(1泊1室2名様)
レオマイル

【鹿児島県／屋久島】
縄文の宿まんてん(1泊1室2名様)
景品番号

55,000LM

◆お部屋／和室10畳＋踏込◆お食事／夕食：レストラン、朝食：レストラン
◆交通／JR新宮駅→バス約60分
◆ご利用期間：2018年8月31日(金)まで※設定除外日あり◆お申込期限：2018年8月3日(金)まで

86,000LM

景観にしっとり溶け込む、奈良にふさわしい社寺風
建築の創業百年余の老舗料亭旅館です。大和路ら
しさがさりげなく演出されたお料理は絶品です。こ
奈良
こでしか感じることの出来ない奈良をご堪能いた
だけます。
◆お部屋／和室10畳＋次の間4.5畳＋踏込または和室12.5畳＋次の間4.5畳＋踏込または和室12.5畳＋次の間6畳
＋踏込※選べません◆お食事／夕食：部屋、朝食：部屋◆交通／近鉄奈良駅→車約4分
◆ご利用期間：2018年8月31日(金)まで※設定除外日あり◆お申込期限：2018年8月3日(金)まで

JT8E-13000

川と緑の山々、大自然に囲まれた神秘的な癒しのお
宿です。せせらぎと満天の星空が堪能できる、河原
の露天風呂（混浴）が魅力。ほっと心洗われるひとと
きをお過ごしいただけます。

JT8E-11000

レオマイル

屋久島

JT8E-15000
68,200LM

空港から徒歩約１分という好立地。屋久島観光の拠
点として便利です。3000坪を越える敷地に、せせ
らぎが聞こえ、マイナスイオンを感じさせる緑に囲
まれた、屋久島で初めての本格的温泉施設です。

◆お部屋／和洋室7.5畳＋洋間8.9㎡ ※風呂なし◆お食事／夕食：食事処、朝食：食事処◆交通／屋久島空港→徒歩約1分
◆ご利用期間：2018年8月31日(金)まで◆お申込期限：2018年8月3日(金)まで
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特集

オーナー様サービス

マイル交換

イベント

マイル交換

オーナー様サービス

お土産付き !

ご商売をされてい
るオーナー様にお
土産のご協力をい
ただいています。

エリアの入居状況や集客戦略など、

地域ごとの状況を中心にご報告いたします。

懇親会を実施します

または
※ マイル進呈には本会員ご本人様からのお申込みが
必要です。
詳しくはクラス エルウェブサイトをご覧
ください。
※ レオマイル進呈期間、Gポイント・カタログギフト
のマイル交換可能期間はお誕生日の30日前から
お誕生日後3ヶ月以内となります。
※ Gポイントへの交換は、
ウェブサイトからのみ申し
込み可能です。
お届けの日は指定できません。
※ 掲載特典は予告なく変更になる場合がございま
す。
予めご了承ください。

※懇親食事会の参加は有料になります。
※参加費は経費経上できる場合がございますので、顧問の税理士、会計士にご相談ください。

2

1

ご参加希望は支店窓口もしくは下記へご連絡ください

※ウェブサイト・お申込書にて重複してご応募いただいた場合、
初回の応募を有効とさせていただきます。
●

10

お問い合わせは、クラス エル コンシェルジュデスク

https://www.class-l.jp

0120 -749-073
ナ

カ

ヨ

ク

オ ー ナ ー サ ン

受付時間／9:00〜18:00
（当社指定定休日を除く）
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