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KPC 検索www.kpc.or.jp

友だち募集中です。
臨時のオトク情報など   
お知らせします。

@tfq2665h

クイズ探検！源氏物語宇治十帖
デジタル優待クーポン

答えて当てよう いいとこクイズ！

ココロもカラダも元気になろう！

ライフサポート倶楽部

なび

京都ではたらく人々にライブな福利厚生を提案する会報誌　 vol.167
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父と姉も失った中君は寂しい日々を送りま
すが、匂宮に迎えられ幸せに。薫は大君の
亡き面影を中君に認
め、今さらながら近
づきます。薫の香り
が残っているので
す。匂宮は警
戒します。

この和歌が巻名になった古跡はどこでしょうか？

「この春は誰にか見せむ 亡き人の
形見に摘める 嶺の早蕨」（中君）

宇治の八の宮邸に通ううちに姉妹に惹
かれた薫は、姉「大君」を京に迎えたい
と申し込みますが
断られます。

「立ち寄らむ陰とたのみし椎が本
むなしき床になりにけるかな」（薫）

噂をたどり浮舟を発見した薫。弟に文を届
けさせますが「人違いです」と面会もせず
受け取ろうともしな
い浮舟。どういうつ
もりかわからない薫
は「誰かがかくまっ
てる？」と疑い
ます。

「法の師とたずぬる道をしるべにて
思はぬ山にふみまどふかな」（薫）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発出またはまん延防止等重点措置が適用された場合は、本イベントを休止することがあります。
主催：公益財団法人京都中小企業振興センター

　源氏物語はおよそ1000年前・紫式部による、光源氏を中心とした54巻からなる平安貴族の小説です。
最後の十巻は、都から離れた宇治を舞台にした、光源氏の子の「薫」君と孫の「匂宮」（子と孫といっても同世代）、
また「大君」・「中君」・「浮舟」の三姉妹が交錯しすれ違う悲劇の恋愛ドラマです。
　宇治十帖編は、生まれつき身体にえもいわれぬ芳香をまとう「薫」と、その対抗心から香を焚きしめる「匂宮」の
2人が主役。〈香り〉の設定が想像力をかきたてます。
　今回はそのゆかりの古跡を地点としました。

思い詰めた浮舟は宇治川に身を投げ
ようとしましたが、ある僧に助けられま
す。そのまま出家
し、身分を明かさ
ず手習いをして過
ごします。

「身を投げし涙の川のはやき瀬を
しがらみかけて誰かとどめし」(浮舟)

中君の妹の浮舟は姉の夫匂宮に言い
寄られ、いたたまれない思いをします。
薫は浮舟に大君の
面影を感じ、宇治
川畔の東屋にかく
まいました。

「さしとむるむぐらやしげき 東屋の
あまりほどふる雨そそきかな」（薫）

このクイズの順はストーリーに沿っていますが、訪れる際はこの順を気にされない方が段取り良くまわれます。



15名様

10袋入り
10名様
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KPC会員のみ
（会員種別は問わず）

受付締切
2月5日㊐

●PC・スマホ▶
KPC LINE公式アカウント（右のQRコード）
またはKPCホームページから応募してくだ
さい。 ・各賞品は抽選のうえ当選者にお送りします。

・皆様からのご意見は今後の各種事業に反映させていただきます。

●FAX 075-361-1101
専用のお申込用紙に必要項目と　❶クイズの答え
❷希望商品　❸KPCへのご意見　を記入しお送りください

Q No.1

No.2

Amazonギフト券（コード）
web限定
500円分

No.8

QUOカード
500円分

蜂蜜のあめさん
（イタリア産レモン蜂蜜使用）

No.7

No.3

No.5

No.6

200名様

200名様

電気ケトル テイエール1.5

No.4
3名様

Iwatani

金市商店

金市商店

みんなで分けてね

みんなで分けてね

スティックハニープラス
ハニーハンターセレクト 10種類食べ比べ

T-fal

サンコー

ドトール

フードウォーマープレート
最後の一切れ、最後の一本までピザやポテト、
ハンバーガーをあたためられる保温プレートで
す。電子レンジだと次第に冷えてしまうファスト
フード類も最後までおいしい！パサついたり、乾
燥してしまうこともなし！　高さ500×幅380×
厚み23(mm)

カフェ･オ･レ　24本入り

答えて当てよう いいとこクイズ！

@tfq2665h

5名様

香る紅茶から、果実たっ
ぷりのフルーツティーま
でこれ1台で。温度コント
ロールタイプ、1.5Lの電
気ケトルです。

「蜂蜜をより使いやすく」。蜂蜜を１回使用
分としてちょうどいい８ｇの小分けの使い
切り容器に入れました。
内容：国産蜂蜜８ｇ×10種類　（あかしあ、
れんげ、りんご、さくら、みかん、さくらん
ぼ、菩提樹、くり、そば、百花蜜）

イタリア産レモンの花から採れた蜂蜜をキャン
ディーにたっぷり使用。蜂蜜入りのペーストが
入っていますので、舐めていく内にトロリと蜂蜜
がお口の中に広がります。　[内容量]1袋100ｇ

カセットガス 
ジュニアコンパクトバーナー
アウトドアバーナーの決定版！燃料は
手軽なカセットガスで超お手軽。

焙煎師により手間暇かけて“直火焙
煎”した香り高い豆をカフェ・オ・レに合
わせオリジナルブレンド。
ミルクあり／加糖　　

内容量：
480mlPET　
賞味期限:
2023年6月

宇治十帖「橋姫」、「椎
本」、「総角」、「早蕨」、

「宿木」について詠んだ歌碑
がさわらびの道にあります。
誰が詠んだ歌が書かれてい
るでしょうか？人名をお答え
ください。

20名様

10名様

左ページのクイズに答えていただき、実際に訪れてみてください。その場所でQRコードを読み込み、
正解の地点だと「正解」マークがスマホの画面に表示されます。
●左ページのクイズのQRコードにはGPSデータが入っています。
　正解地点に行ってご自分のスマホのGPSデータと合わないと正解になりません。

期間中、Q1と他2問の合計3問正解した方に
QUOカードPay1,000円分をプレゼントいたします。
（配布は3月下旬予定です）

※古跡はあくまでも現在設置されている
碑をポイントとして設定しています。

※私有地に立ち入らないようにしてくだ
さい。GPS有効範囲は約50mあります
ので遠目でチェック可能です。

※多人数の密集は避け、少人数でご参加
ください。

※歩きながらのスマホ操作は危険なので
やめましょう。

●対象者： KPC会員とご家族で、GICパスポートにご登録済みの方
●開催期間： 1月21日土～3月12日日
●参加料金： 会員・家族：無料 家族パスポートは、会員のGICパスポートから家族用を取得してください。

（ご家族合わせて5名まで/すでに取得済みの家族様は改めて取得する必要はありません。
有効期間が切れた場合は更新するか新規に取得してください。)　

会員外：無料（賞品のプレゼントはありません）

●参加人数： 設定の先着500名まで
あらかじめGICパスポート(1年間有効)を取得したあと
参加証を取得してください。

（設定が完了しましたら期間内にゆっくり探検してください）

●申込締切日：3月12日日　17:00まで
●申込方法： 以下のページから、お申込みください。 ※FAXでのお申込みはできません。 

（参加人数を越えた時点で受付を終了します)

●KPC会員
登録できないKPC会員の方はKPC事務局へと
登録代行依頼してください。　kpc@posh.jp

●ご家族
会員の方のGICパスポートから
発行してください。

GICパスポートを未登録の方▶GICパスポートが登録済みの方
（会員本人・ご家族・一般）

https://gicz.jp/open/Qt1500
※FAXでのお申込はできません。

▶

▶ご参加のためには、おひとり1台スマートフォンが必要です。GICパスポートに登録し参加の申込みをしてください。
▶スマートフォンでこのクイズ探検用の参加証を取得してください。
▶この会報誌のこのページ（左ページのQRコードを正解地点で読みこんでいただきます)

ルール

賞　品

事前準備
持ち物

※カセットガスは別売りです。



所在地▶〒612-8426
 京都市伏見区竹田青池町１３０
TEL▶075-645-4126

所在地▶〒604-8083 京都市中京区中之町21
TEL▶075-221-6639

KPC予約あっ旋チケット（申込締切日まで受付けます）

KPC随時あっ旋チケット（あっ旋期間中、販売します）

[ご注意]
●ご案内しているチケット等の金額は、補助金を差し引いた金額です。　●予約チケットは会員お1人様4枚まで。
お申込み多数の場合は抽選となり、ご購入いただけない場合もございます。　※抽選となった場合は締切日以降
約1週間後に当選者のみに連絡します。座席の指定・交換・キャンセルはできません。

●随時販売のチケットはあっ旋期間中はKPC事務局にて取扱います。　枚数制限： 会員お一人につき、映画鑑賞券は各チケット合計で月間5枚
まで。映画以外のチケットは月間8枚まで。公演催事ごとに制限枚数を設けている場合はそちらを優先します。
●発送ご希望の場合： 休前日は発送いたしません。また送付先は、事業所に限らせていただきます。
●決済方法： KPC事務局・京都銀行・京都信用金庫での窓口払いは手数料無料、お振込み・コンビニ・LINEPay請求書払いは手数料が必要です。

イベント・チケットお申込書 今月号掲載以外にも、常時あっ旋しているチケットがあります。詳細はKPCホームページをご参照ください。

企業番号

イベント／チケット名称 単　価 枚　数 ご希望日程が複数の
場合ご記入くださいご参加される会員名 ［　 会員番号　 ］

［　　　　　　  ］

［　　　　　　  ］

［　　　　　　  ］

所 在 地

イベント・チケット決 済 方 法 銀行振込
（事業所へ発送後）

コンビニ決済・LINE Pay請求書払い
（事業所へ発送後）※手数料160円／件

お 申 込
ご担当者名

企業名称
F A X

T E L

現　　金
（KPC事務局にて）

お申込み先：FAX＝075-361-1101　郵便＝〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター4階 405号室

お届け先は各事業所
（各地支店、営業所、工場等）
に限ります。

©井上写真事務所 井上嘉和
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［演目］仮名手本忠臣蔵
［出演］中村壱太郎　尾上右近
中村鷹之資　片岡千之助　中村莟玉
▶日程 ： 3月5日㊐ 午後の部15:30
 3月10日㊎ 午前の部11:00
 3月11日㊏ 午後の部15:30
 3月13日㊊ 午前の部11:00
▶会場 ： 京都南座
▶定数 ： 各10枚

3

一等席 5,000円（通常11,000円）

三月花形歌舞伎

1,000円

特別展「恐竜図鑑―失われた世界の想像／創造」
　人類誕生のはるか以前、地球を支配していた恐竜。19世紀の化石発見を機に、復元図
を通して一般に認知されるようになりました。以来、この古代生物に魅せられた我々は、化
石などの痕跡から想像をはばたかせ、絵画を主な手段として失われた世界を創造してきま
した。従来の恐竜展の主役は化石ですが、本展では太古への限りない憧憬が込められた
「パレオアート（古生物美術）」のロマンある世界へとご案内します。
▶会期：3月4日㊏～5月14日㊐
▶休館日：月曜日
▶開館時間：10：00～18：00
 （入場は閉館の30分前まで）
▶会場：兵庫県立美術館

3月2日まで

※3名様以上のお申込みは、
前後などお席が離れる場
合がございます。

（当日1,500円）大学生
1,200円（当日2,000円）一般

締切：2月5日

　東洋文庫（東京都文京区）は、東洋学分野でのアジア最大級の研究図書
館です。本展では、東洋文庫が有する国宝、重要文化財など約120件を展示
します。教科書で見たことがある有名な書物や地図、絵画のほか、あまり知ら
れていない文字や言語、服装、動植物など、まだ見ぬ新たな「知」との出会い
が待つ東洋世界への冒険をぜひご堪能ください。
▶日程 ： 2月21日㊋～4月9日㊐
▶休館日 ： 月曜日
▶開館時間 ： 10:00～18:00

▶会場 ： 京都文化博物館（中京区三条高倉）

特別展 知の大冒険 －東洋文庫 名品の煌めき－

2月20日まで

（当日1,400円）900円一般
（当日900円）400円大高生
（当日500円）200円中小生

▶日程 ： 4月22日㊏ 17:00
 4月23日㊐ 15:00
▶会場 ： 大阪国際会議場
 メインホール
▶定数 ： 各20枚

　ニューアルバム「水色と空色」を携えた
コンサートツアーが決定!

1 藤井フミヤ
FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 2023

全席指定 7,800円（通常 8,800円）
締切：2月8日

［出演者］ジョン・アクセルロッド（首席客演指揮者）
［曲目等］バーバー:弦楽のためのアダージョ
ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」
▶日程 ： 3月10日㊎ 19:30
 （休憩なし・約1時間プログラム）
▶会場 ： 京都コンサートホール
▶定数 ： 10枚

2

S席 3,000円（通常4,000円）

京都市交響楽団 第676回定期演奏会
(フライデー・ナイト・スペシャル)

※未就学のお子様のご入場は
お断りいたします。 締切：2月9日

※金曜日は19:30まで（入場はそれぞれ30分前まで）

※会期中展示替えあり

　謎の天才絵師とも呼ばれる土佐の絵師・金蔵は、幕末から明治初期にか
けて数多くの芝居絵屏風などを残し、「絵金さん」の愛称で、地元高知で長
年親しまれてきました。本展では幕末の土佐に生き、異彩を放つ屏風絵・絵
馬提灯など数々の作品を残した「絵金」の類稀なる個性とその魅力をご堪
能ください。高知県外では約50年ぶりの大規模展です。
▶会期 ： 4月22日㊏～6月18日㊐ 前期:4/22～5/21 後期:5/23～6/18
▶休館日 ： 4月24日㊊、5月8日㊊、5月22日㊊
▶開館時間 ： 火～金10:00～20:00
  月土日祝10:00～18:00 
  （入館は閉館の30分前まで）
▶会場：あべのハルカス美術館
 （あべのハルカス16階）

幕末土佐の天才絵師 絵金

4月20日まで

（当日1,200円）500円大高生
（当日500円）200円中小生

（当日1,600円）900円一般

3
　「毒」は基本的にヒトを含む生物に害を与える物質として理解されています。私たちは、
天然に存在する「生物に何らかの作用を与える物質」のうち、人間にプラスに働くものを
薬、マイナスに働くものを毒と呼んでいるのです。本展では動物、植物、菌類、そして鉱物
や人工毒など、自然界のあるゆるところに存在する毒について、各研究分野のスペシャリ
ストが徹底的に掘り下げ、それぞれの視点で解説していきます。
▶会期 ： 3月18日㊏～ 5月28日㊐
▶休館日 ： 月曜日（ただし、3月27日、4月3日、5月1日は除く）
▶開館時間 ： 9:30～17:00※入場は16:30まで
▶会場：大阪市立自然史博物館 
 ネイチャーホール
 （花と緑と自然の情報センター2階）

特別展 「毒」

3月16日まで

（当日1,500円）1,000円大高生
（当日700円）200円中小生

（当日1,800円）1,200円一般

4

※高校生以下無料。 ※一般以外の料金でご利用される方は証明書
を当日ご提示ください。 ※障がい者手帳をお持ちの方1名につき
介助者1名は無料。　※70歳以上、障がい者割引料金あり。

1

伏見 力の湯 ミールミィ三条本店
❶デジタル優待クーポンで、10回分優待料金で
ご入浴できます。
●対象:GICパスポート登録済みのKPC会員本人　
●内容:ご入浴時に割引になる割引クーポン10回分を

プレゼント
 平日▶750円／土日祝▶850円が200円引き
●定数:500名様限定
●クーポンの有効期間:2023年3月31日㊎まで

（定員達成で早期終了する場合があります）
●クーポンの使用方法:
　本人と同伴者の入浴が割引になります。(10回以内)
❶券売機で購入せずフロントにて、GICパスポートにロ
グインし、「力の湯10回参加証」をタップ➡❷画面に使
用可能枚数が表示されるのでタップして指定する➡❸
[利用する]を係の方にタップしてもらってください➡❹
割引料金でお支払いください。

デジタル優待クーポンで、店頭でのお支払いが定額200円引きに。
●対象:GICパスポート登録済みのKPC会員本人　
●内容:店頭で割引になる200円クーポン1回分をプレゼント　
●定数:50名様限定
●クーポンの有効期間:2023年3月31日㊎まで
●クーポンの使用方法:
　❶店頭でお支払いされる際に係の方にQRコードを用意してもらう➡❷
設定したスマホで読み込む➡❸[利用する]を係の方にタップしてもらって
ください➡❹割引料金でお支払いください。

❷KPC会員証を提示で入浴料100円引き。
券売機で購入せずフロントにて会員証を提示してく
ださい。(GICパスポートは不要です)
●対象:会員本人のみ適用。お連れ様不可。
●有効期間:2023年3月31日㊎まで（回数制限なし）

GICパスポートにご登録の方にはお店でクーポンあります!（どちらも設定後にお出かけください）

■お申込みはこちらまで
https://gicz.jp/open/10u2023  ➡

■お申込みはこちらまで
https://gicz.jp/open/
mielmie           ⬇





KPCからのお知らせ

　第148回は国内外の養蜂家
から蜂蜜を直接仕入れ、商品
開発、製造販売を行う「蜂蜜
専門店ミールミィ」の運営、全
国スーパー、専門店等に蜂蜜
製品を卸売りされている「（株）
金市商店」さんです。
　1930年に初代の市川末吉さんが和菓子の原料問屋として
創業。その後、砂糖を仕入れることが困難な状況下では、もとも
と取扱いのあった蜂蜜を代用品として提供し和菓子製造に貢
献されました。戦後は蜂蜜専門店として、その時代のニーズに
応じた販売手法を駆使した営業を展開。現在は蜂蜜酒に至
るまで、幅広い蜂蜜製品を産み出し提供されています。
　2018年には新ブランド「クリームパン専門店キンイロ」を京都
三条にオープン。パン生地には小麦の中でも厳選した一等粒
を使用し、京丹後市の平林乳業の京都産牛乳や堀金箔粉の

食用金箔など、京都の素材を
使った地元の味で人気を博し
ています。
　蜂蜜の仕入れは金市商店・
三代目社長である“ハニーハン
ター市川拓三郎氏”が自ら行い、

日本はもちろん世界中の養蜂家を
訪ね、蜂蜜を仕入れられています。
1年間に食する蜂蜜は300種類以
上、移動距離は地球1.3周分に
当たる約52,000㎞を超えるそうで
す。養蜂家を直接訪ねることで、
蜂蜜がどのような環境でどのように採られているかを自らの目と舌
で確かめ、そうして仕入れた「安心・安全で高品質な蜂蜜」だ
けをお客様にお届けされています。
　商品開発にも意欲的で、コロナ禍での経験を活かして衛生
面や利便性を考え、今回使い切りで持ち運びに便利なスティッ
ク蜂蜜を開発。自宅用としてはもちろん、他の食材と合わせて
楽しんでいただけるような提案をするなど、今後様 な々用途・場
所での活用が期待されます。
　今回2020年にリニューアルされた「ミールミィ三条本店」をお

尋ねし、社長にお話を伺いました。お店は
「蜂蜜のテーマパーク」というコンセプトで、
店内は蜂蜜の商品であふれ試食も気軽に
できます。カフェスペースでは様々な種類
の蜂蜜を楽しむことができ、大変楽しく拝見
させていただきました。ありがとうございます。
皆さんもぜひ自分好みの蜂蜜を探しに訪れ
てみてはいかがでしょうか。

ＫＰＣ会社見学会社見学会社見学
地域でがんばる企業紹介

近畿を拠点として活躍するKPC会員企業様情報！

スタッフおすすめ！

アイテム

公益財団法人 京都中小企業振興センター ご加入のおすすめ

ライフサポート倶楽部会報誌「いやしなび」会員証提示で
割引利用

各種保険の
団体割引加入

特撰商品のあっ旋各種チケットあっ旋サークル

イベント
レクリエーション

有名テーマパーク
施設優待割引

健康診断費用補助スポーツセンター慶弔給付助成金入会金及び会費
（1名につき）
入会金 400円
会費/月 800円

　KPCは京都の中小企業を福利厚生面から応援するため、京都市・京都銀行・京都信用金庫がバックアップする公益法人です。
本紙掲載の他にも映画館やアミューズメント施設などの格安チケットや割引優待券もございます。

毎月800円の会
費で

総合的な

福利厚生をご提
供

株式会社 金市商店第148回

2022年12月8日新発売!
国産蜂蜜10種類が使い切りで持ち運び
便利な「スティックタイプ」になった新商品
です。手軽さはもちろん、直接店舗に足を
運ばないとできない「食べ比べ」が、リーズ
ナブルにお試しいただけるラインナップに
なっています。忙しい毎日に、あま～い幸
せをプラスしてみませんか。
先着50名に200円クーポンプレゼント!
詳しくはKPCホームページで。
1,296円（税込み・送料別）～

共済のご案内
　KPCでは、万が一の事故や病気など不測の事態に際しての一助となるべく

共済をご案内いたしております。

KPC会員の加入特典もございますので、この機会にぜひご検討ください。

●火災共済

●自動車事故費用共済

●交通事故傷害共済・傷害総合保障共済

●自動車共済（任意保険）

※詳細は同封のチラシからパンフレットをご請求ください。

日本全国旨麺セレクションラーメン紀行のご案内
　豚骨・塩・味噌・醤油など行列店、グルメ雑誌掲載店など

全国有名店のラーメンを40点集めました。日本全国を

ラーメンで旅しましょう！

https://gicz.jp/open/ramen06

こちらからクレジットカード及びコンビニ払い

でお支払いください。 2/1から出荷されます。

返品ができませんのでお申込みは気を付けて

ください。

ビワイチ応援〈自由参加〉-2022年秋- 実施報告
日程:2022年10月20日～12月11日まで　参加数79名　※GICパスポート登録必要。家族様も対象。

　秋の琵琶湖を一周する「ビワイチ」にチャレンジしませんか？ということで、集

合せずに各自ご都合の良いポイントからスタートできる設定にしました。「琵琶

湖大橋米プラザ」のみ必須にしましたが、他は任意のポイント３カ所にチェックイ

ンしていただければ達成です。冬は寒いし雪は危険なので実施しませんでした

が2023年は春や夏も実施したいと思います。ご参加よろしくお願いいたします。

自宅で蜂蜜10種類を食べ比べ

平安時代の長編小説「源氏物語」の作者で、
全54帖のうち最後の10帖は宇治が舞台。
紫式部像を置く宇治橋近くの広場は、源氏物
語の最後の巻の名をとり「夢浮橋ひろば」と名付
けられています。

応募総数
1,393
名様

今月号も「いいとこクイズ」にご応募よろしくお願いいたします。

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

≪KPCホームページにも解答と解説を載せています。リアル答え合わせも実施中！≫

コロナ禍での新会員還元サービスとしてクー
ポンコードの配布方法を開発しましたが、他チ
ケット等が正常化してくる中、人気のクーポン
コードを残すべく実行してみました。ガチャに入
れたコードをご紹介できたら良かったですね。 

•クーポンガチャ楽しかったのでまたやっ
てほしいです!　•枚数をもっと増やして
もらえたら嬉しいです(^^)　•クーポン
コードガチャは、不要なものが当たって
も嬉しくないし、使わない。

クイズ探検にご参加ありがとうございま
す。今月のは市街地なので歩きやすいです
よ。和歌の意味など考えながら歩くと行き
過ぎます。（GPSテストした時行き過ぎまし
た）予習必須です!

先月、レトロな建物巡りをしてきました!普
段は行かないような所(大仏鉄道も)へ行
けるので、楽しみです!しかも、ごほうびも
あるので頑張って歩きました！

投稿いただいたコメントは事務局全員で共
有し必ず読んでいます。今後の事業の参考
になりそうな内容や動向を探すためなの
で、「当たれ～!」とかはお気持ちは汲みま
すが、すっ飛ばしてますのでごめんなさい。

クイズの解答は、夢浮橋と書くべきか、夢
浮橋広場と書くべきか、こまかいところが
気になってしまいました(笑)どちらも正解
でしょうか？来月のクイズの答えのところ
にこのコメント載らへんかな～～!

ミールミィ三条本店 外観

店内では試食もできます

たくさんのオリジンハニーが陳列されています

ハニーハンター
代表取締役 市川拓三郎さん

ミールミィ 三条本店

京都市中京区三条通富小路西入
中之町21
ＵＲＬ http://kaneichi-syouten.com/

075-221-6639
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オンラインショップ
https://miel-mie.com/SHOP/
231640/list.html

ミールミィ
三条本店

スティックハニープラス
ハニーハンターセレクト10種類食べ比べ


