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オイスタールーム
梅田ハービスエント店

　ゆったりとした店内で、海のミルクともいわれる牡蠣
（かき）の料理がいただけます。岩手、広島、北海道など
各地から届く牡蠣は、生食はもちろん、「香草ガーリック
バター」「ミニトマトとベーコン」などアレンジグリルメ
ニューもあり、多彩な魅力を発信。ワインも種類豊富で
す。お得なランチで乾杯しては。

吹田市山田東4-1-9▽℡06-4864-0835▽午後5時～翌午前1
時（ラストオーダー午前0時30分）▽年末年始休▽阪急山田駅
から徒歩15分。※平日は阪急山田駅からタクシー利用で料金
補助あり。詳細は問い合わせを

大阪市北区梅田2-2-22、
ハービスエント5階▽℡
06-6451-5118▽午前11時
～午後3時（土・日曜、祝
日は午後4時まで）、午後
5時～午後11時（ラスト
オーダー午後10時）▽不
定休（施設に準ずる）▽阪
急梅田駅から徒歩10分

1 写真手前「名物　磯盛り」（2人分2590円）は、本まぐろ、かんぱ
ちなど、その日入荷した魚介をふんだんに。食事の締めは、じっ
くりと炊きあげた「天然のど黒土鍋めし」（1人分1380円）を。※
写真は2人分。2人以上で注文を
22階は掘りごたつ席でくつろげます
3 数量限定の「活伊勢海老尽くし」（2130円）は、造りと天ぷらの盛
り合わせに、最後は伊勢海老を入れたみそ汁付き

1カウンターからテーブル席まで、全70席の広い店内
2 ランチの「グリルオイスターセット」（1566円）は、焼き牡蠣2種、牡蠣
フライ2ピース、牡蠣だしのスープなどがセットに
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磯一
山田店

　地元に愛され今年で20周年を迎える、豊富な魚介料
理が評判の居酒屋。紀州・串本をはじめ、全国の漁港か
ら直送される新鮮素材を使った、その日の「イチ押しメ
ニュー」を味わって。寒い季節は、てっちりなどの鍋料理
もおすすめ。のど黒や伊勢海老といった高級食材を、良
心的な価格でいただけるのも魅力です。

吹田

特集
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銀平
三宮店

　魚介がおいしい季節です。体に良い栄養素をたくさん含む
海の幸は、積極的にいただきたいもの。絶品のごちそうを提供
する、こだわりの店へ出かけませんか。
※価格はすべて税込み。内容が異なる場合もあります

　一人でも立ち寄りやすく、多彩なグルメを味わ
える「フードコート」。最近では食材や総菜の購入
もできる、進化系の「フードホール」も話題です。
買い物ついでにカジュアルに海の幸をどうぞ。

　日本全国から直送される鮮度の良い魚介を、おいしい料理に仕立て
る専門店。店に入ると、大きな木樽（きだる）のいけすに期待が膨らみ
ます。予約もできるランチでは、好みの魚を選び、水としょうゆだけで
炊く煮魚や、塩加減が絶妙な炭焼きの焼き魚などのメニューが人気。
名物の鯛めしがついた「ミニコース」（3780円）もあります。

神戸市中央区加納町4-7-20、イーグルビル1・
2階▽℡078-392-3819▽午前11時30分～
午後2時30分（ラストオーダー午後2時）、午
後5時～午後11時（同午後10時）。※祝日は
午後10時閉店▽日曜（祝日除く）、年末年始
休▽阪急神戸三宮駅から徒歩5分

1 「煮魚御膳」「焼き魚御膳」（各1620円）は、突
き出し三種と自家製そば、ごはん、みそ汁、漬
け物付き。写真は、煮魚、焼き魚、お造り、天ぷ
ら、海鮮丼から2品選ぶ「お好み御膳」（2160円）
2カウンターやテーブル席、座敷も完備
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大阪市北区梅田1-13-13、阪
神梅田本店地下1階▽℡06-
6345-1201（代表）▽スナッ
クパーク午前10時～午後
10時（ラストオーダー午後9
時30分）※百貨店とは異な
る▽不定休（施設に準ずる）
▽阪急梅田駅から徒歩7分

大阪市北区梅田3-1-3　
ルクア大阪地下2階▽℡
06-6151-2674（キッチン＆
マーケット）▽午前10時～
午後11時（ラストオーダー
午後10時30分）▽不定休
（施設に準ずる）▽阪急梅
田駅から徒歩5分

　1日5回、本まぐろの解体実演販売を実施。購入はもちろん、
イートインスペースで丼物などを味わえます。写真の「生・本
まぐろ重」（1383円）では、本まぐろの大トロ・トロ・中トロ・赤
身をぜいたくに。みそ汁はプラス141円で。

　市場から直接仕入れる魚は、鮮度と価格に自信あり。職人が
目の前で握る寿司は、一貫108円からスタンドスタイルで。写
真の「スナパー握り」（600円）は、握り7貫に玉子つまみとみそ
汁が付いた、午後3時までのお得なランチです。

キッチン＆マーケット

魚と海鮮 鮨酒場

スナックパーク

魚がし日本一 梅田阪神店



4

　全国青森県民謡コンクール青森県民謡
部門で優勝経験のある亀谷千香子、津軽三
味線全国大会壮年部で3度の優勝経験を持
つ亀谷英明、同団体の部優勝の亀谷達也の
三きょうだいの演奏をお楽しみください。

エテルノ見学会/カルチャー教室

申込締切
1月25日（金）

定員
20名

参加費（税込み）
一般…1500円
会員…1000円10:30～12:30 10:30～12:30

　好みのタイルを貼り、目地材を入れる本
格的なタイルクラフトで、カフェトレーを
作りませんか。ちょっとしたインテリアに
もなりますよ。
【持ち物】エプロン、ティッシュ
講師：永冨仁美氏●日本ヴォーグ社タイルクラフト
認定講師、atelier RyoN主宰

タイルクラフト教室 優しく香る
リードディフューザー作り

申込締切
3月1日（金）

定員
20名

参加費（税込み）
一般…1500円
会員…1000円

申込締切
2月12日（火）

定員
20名

参加費（税込み）
一般…1500円
会員…1000円10:30～12:30

カルチャー教室

ポーセリンアートで作る扇皿

エテルノ見学会
　お葬式の生前準備について考えてみませんか。いざという
ときには慌ててしまい、お葬式が終わってから後悔すること
も少なくありません。生前準備のポイントをご紹介するとと
もに、お葬式の流れや葬儀費用についてもお話しします。

第一部

過去開催の見学会の様子

　　　　  生前準備セミナー

「いざというとき
慌てないための生前準備」

　お店に売っているような香りが素敵なイ
ンテリア「リードディフューザー」を、手作
りします。数種類の中から、お好きな香り
をお選びいただ
けます。アロマに
ついてのお話も
あります。
【持ち物】なし
講師：片岡千秋氏●
ライラックリーフ主宰

★第一部、第二部両方ご参加の方には、第一部終了後に軽食をご用意しています。

※作品例

金2 1 木3 7 月2 18

193

10:30～11:30
12:00～13:00

第一部

第二部 コンサート
生前準備セミナー

申込締切 3月17日（日）
定　員 100名
参加費 無料火

　オペラを中心に、世界の名曲の数々をお
届けします。今回は、テノール中川正崇さん、
ピアノ金岡優子さんをお迎えし、心癒やさ
れる音楽を奏でます。

世界の名曲アラカルト！

10:30～11:30
12:00～13:00

第一部

第二部 コンサート
生前準備セミナー

津軽三味線・民謡コンサート

313 日

申込締切 3月29日（金）
定　員 30名
参加費 無料

10:30～11:30
12:00～13:00

第一部

第二部 コンサート
生前準備セミナー

　懐かしの歌謡曲を中心に、クロマチッ
ク・ハーモニカとアコースティック・ギタ
ーによるデュオ演奏をお楽しみください。

クロマチック・ハーモニカ＆ギター
アコースティックコンサート

申込締切 3月23日（土）
定　員 40名

253 月 参加費 無料

　白磁にシールを貼る感覚で作るポーセ
リンアート。和風の転写紙を使用して扇形
の皿を2枚作ります。ひな祭りなどのおも
てなしにいかがですか（作品は後日のお渡
しとなります）。
【持ち物】なし
講師：阪本麻紀氏●Unefee主宰

奏者：左から松尾知佳（ソプラノ）、中川正崇（テノー
ル）、金岡優子（ピアノ）

奏
者
：
左
か
ら
亀
谷
千
香
子
、

亀
谷
英
明
、
亀
谷
達
也

奏者：左から北村サユリ（クロマチック･ハーモニカ）、
森本昌彦（アコースティック・ギター）

※
作
品
例

※
作
品
例

★イベント当日にご入会の場合でも会員価格でご参加いただけます。
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1
　遺言に関するご相談から公正証書遺言
の作成・保管、円満な相続の実現までをお
手伝いします。まずはお気軽に相談会へお
越しください。

相続・遺言個別相談会

相談員：三菱UFJ信託銀行　梅田
支店　資産コンサルティング第2課

10：00～13：00
金2

要予約

申込締切 1月30日（水） 相談時間 1組45分程度 参加費  無料

会館オープンデー
　館内のご見学、ご葬儀の相談や見積もりなどを承ります。下
記以外の日時でご来館を希望の方は、 0120-01-3242へご連
絡をお願いします。

エテルノセミナー/相続・遺言個別相談会/会館オープンデー/お知らせ

1/20㊐  2/1㊎  2/18㊊  3/7㊍  3/13㊌
各日10:00～15:00

エテルノ倶楽部に入会するとイベントの優待も

入会金

●葬儀基本料金の20％引き
●エテルノ主催イベントの参加費優待
●エテルノ倶楽部NEWSのお届け
●信託銀行、税理士、司法書士など
　専門家の紹介

❶お申し込み
8ページの申込用紙
またはホームページ

❷入会金お支払い
詳細は

お問い合わせください

❸手続き完了
会員証を送付します

入会方法はカンタン年会費・積立金など一切不要

葬祭サービス エテルノ　 0120-01-3242

●  4～ 6ページ掲載の各種イベントへの参加申
し込み方法は8ページをご参照ください。
●  参加申し込みは、先着順とさせていただきま
すので、お早めにお申し込みください。

● キャンセルの場合は、事前にご連絡をお願い
します。

● 開始が遅れますと、ほかの参加者のご迷惑と
なりますので、開始時刻には余裕をもってお
集まりください。

● エテルノ池田には係員が常駐しておりません。
イベント開催日時以外でご見学希望の方は、
下記までご連絡をお願いします。詳細は｢エテルノ倶楽部事務局｣へ

●仏壇・仏具の割引
●遺品整理などの葬儀後サポート
● 阪急阪神東宝グループ各社の特典
　（ホテル、旅行、不動産など）
●阪急沿線のお出かけに便利な特典

0120-661-033  平日9:30 ～17:30（土･日･祝日を除く）

（税込み）

毎日 9:30 ～18:00

毎日 10:00～16:00

毎日 10:00～16:00　※1月29日（火）オープン

　最近、家族葬を希望する方が増えています。一般的な葬儀との違い
や家族葬を行う際のポイント、注意点などについてお話しします。
　家族葬の正しい情報を知って、お葬式について考えてみませんか。
テーマ以外のご質問にもお答えしますので、お気軽にご参加ください。

1級葬祭ディレクターによるセミナー
「家族葬」

第一部

エテルノセミナー

阪急阪神不動産タイアップセミナー
「相続財産分割の知恵と税金対策」

　遺産分割の方法を誤ってしまうと、相続人の
間でトラブルになる可能性も。相続人全員が納
得できるような知恵と、税金対策についても解
説します。セミナー後、個別
相談会も開催します。

10:00～11:00
11:15～12:15

第一部

第二部

セミナー「家族葬」

日2 24

講師：吉田博一氏●吉田博一税理士
事務所代表、行政書士オアシス相続
センター代表

家族信託セミナー
「そんな制度あったんだ！認知症による
資産凍結で困らないための新しい対策」

　NHKや日本経済新聞などのマスコミでも取り
上げられ、急激に注目を集めている「家族信託」に
ついて、実績十分の司法書士
が分かりやすく解説します。

2 6水

講師：新倉由大氏●司法書士法人
トリニティグループ特定社員、行政書
士法人トリニティグループ社員（大阪
支店統括）、司法書士、行政書士

申込締切
2月22日（金）
定　員
100名
参加費
無料

申込締切
2月4日（月）
定　員
100名
参加費
無料

申　込  不要  参加費  無料

10:00～11:00
11:15～12:15

第一部

第二部

セミナー「家族葬」

セミナー阪急阪神不動産タイアップセミナー

入会金  無料
エテルノ阪急千里

オープン記念キャンペーン

2019年
3月末まで



外観（上）、20～ 30名の家族葬向け式場（右上）、日比谷花壇プロデュース
の「花祭壇」（右下）　※画像はすべてイメージ

　ご葬儀の形式や費用の事前相談、相続、
遺品整理などの悩みについて、担当者が丁
寧にアドバイスします。健康チェックので
きる機器もご用意しておりますので、お気
軽にお立ち寄りください。

吹田市山田西4-1-1（阪急山田駅西改札口外すぐ）
午前10時～午後5時、年末年始と臨時休業日以
外は無休　 0120-01-3242

「エテルノ終活相談サロン」を開設中

※2019年6月末まで
（予定）の期間限定

エテルノ阪急千里　開業のお知らせ

「エテルノ阪急千里」イベント情報 ※ 参加申し込み方法はP8をご参照ください。申し込みは先着順です。
キャンセルの場合は事前に連絡をお願いします。

2019年1月29日（火）に「エテルノ阪急千里」を開業します
　このたび、阪急千里線山田駅から徒歩約6分、大
阪モノレール山田駅から徒歩約4分のアクセス便
利な立地に、温かい家族葬向けのフューネラルホー
ル（葬祭会館）「エテルノ阪急千里」を、開業させて
いただくことになりました。周辺の緑豊かな環境に
配慮して、〝1日1組〟故人様をお花で安らかにお見
送りします。大切な人との最期のお別れのときを、
信頼できる空間で心を込めてお手伝いいたします。
　見学会やカルチャー教室なども開催しますので、
地域の皆さまのご参加を、スタッフ一同心よりお待
ちしております。ただ今、当館オープンを記念して、
エテルノ倶楽部入会金無料キャンペーンを実施中
です（通常3000円）。お得な特典を多数ご用意して
いますので、ぜひご入会ください。

取締役　総支配人
荒井康介

カルチャー教室

10：30～12：30
6 水2

申込締切
1月30日（水）

参加費
一般…1500円
会員…無料

定員
20名

　手すき和紙を指先でちぎ
り、独特の色彩やタッチのや
わらかさを楽しみながら、色
紙（しきし）に糊で貼って描
いていきます。作品写真や下
絵があるので、初めての方で
も簡単に描けます。
【持ち物】えんぴつ、でんぷん糊、
はさみ、お手拭き、目打ち（お持ちであれば）
講師：木津冨士子氏●和紙しゅんこうちぎり絵認定講師

ちぎり絵体験教室～おひな様～

出演：左から
西村恵一、平野有希

申込締切
2月10日（日）
定　員 40名

無料参加費

火2 12
10:30～11:30
12:00～13:00

第一部

第二部 コンサート
生前準備セミナー

ヴァイオリン 二
デュオ

重奏 コンサート
　「G線上のアリア」などのクラシック曲からアイリ

ッシュ・フィドルのダ
ンス曲、「アニーロー
リー」「ダニーボーイ」
など、よく知られた曲
を気軽にお楽しみく
ださい。

出演：左上から
東かおる（ボーカル）、 野々村明（トランペット＆フリューゲルホルン）、Jesse Forest（ギター）

申込締切
2月28日（木）
定　員 40名

無料参加費

土3 2
10:30～11:30
12:00～13:00

第一部

第二部 コンサート
生前準備セミナー

ジャズコンサート
　ジャズスタンダードやカ
ーペンターズなど70年代の
懐かしいポップスの世界へ
誘います。その他、ディズニ
ー映画「リメンバー・ミー」
などを演奏します。

10：30～12：00
水3 13

申込締切
3月8日（金）

参加費
一般…2000円
会員…無料

定員
20名

プリザーブドフラワー
　人気の魔法のお花プリ
ザーブドフラワーとアートフ
ラワーのミックスアレンジ
を作ります。5種類から好き
な香りを選び、お花とアロマ
のダブルで楽しめるアレン
ジに挑戦します。

【持ち物】針金が切れるニッパー
講師：片岡千秋氏●ライラックリーフ主宰

エテルノ見学会
第一部 生前準備セミナー「いざというとき慌てないための生前準備」

★第一部、第二部両方ご参加の方には、第一部終了後に軽食をご用意しています。

※作品例 ※作品例

どなたでも気軽に
ご参加ください

エテルノ阪急千里
吹田市古江台6-1-50　 0120-01-3242　※地図はP8参照。

★イベント当日にご入会の場合でも会員価格でご参加いただけます。
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関西いいもん図鑑 /身近なグッズでストレッチ

●教えていただいたのは
日清食品ホールディングス　広報部 

表具（ひょうぐ）沙織さん
「カップヌードルミュージアム 大阪池田」を中心に
広報業務を担当。「今後も多くの人の心に残る出来事
のそばに、この商品があることを願っています」

　阪急うめだ本店地下1階食品売場に、
オーダーメード型カップヌードルショップ
「MOMOFUKU NOODLE」が誕生。スープは
3種類から1つを、ヤサイコ
ロ（具材）は10種類から4つ
を選べ、組み合わせは計2145
通り！ 自分好みにカスタマイ
ズできます。1個540円。
阪急うめだ本店
℡06-6361-1381（代表）

　インスタントラーメンの歴史を通じて、発
明・発見の大切さを学べる体験型ミュージア
ム。3月31日（日）まで、「チキンラーメンの

女房 安藤仁子
展」を開催中。
池田市満寿美町
8-25
℡072-752-3484
（案内ダイヤル）
※火曜（祝日の
場合は翌日）休　日清食品の創業者・安藤百福さんが

1958年に発明した、世界初のインスタン
トラーメン「チキンラーメン」。その後、
欧米での視察旅行で、現地の担当者がチ
キンラーメンを小さく割って紙コップに
入れ、お湯を注ぎフォークで食べる様子
を見て、食習慣の違いに気が付きました。
これが「カップヌードル」誕生の契機に。
容器は約40種類を試作し、研究を重ね
たそうです。
　「カップヌードルの容器は、店頭では
〝パッケージ〟、お湯を入れての調理時は
〝鍋〟、そして、食べるときは片手で持て
断熱性のある〝器〟と、3つの役割を兼ね

備えているのが特徴」と、広報部の表具
沙織さん。さらに、「中間保持構造をひら
めいたことで、輸送中に麺が揺れて壊れ
ないなど、カップヌードルには知恵や工
夫が詰め込まれています」と話します。

　世界で通用するようなネーミング
をと、「カップヌードル」と名付けられ、
1971年9月18日に発売。安藤さんが61歳
のときのことでした。
　「現在、世界 80以上の国と地域で販売
されています。また、ミュージアムや百貨
店での販売など新たな取り組みも。これ
からも多くの人に魅力を発信していきた
いですね」（表具さん）。

カップヌードル3食セットを
プレゼント（詳しくはP8へ）

関
西 図鑑

第8回 「カップヌードル」

　世界初のカップ麺「カップヌードル」は、今や日本人

の国民食ともいえるロングセラー商品。誕生から現在

の取り組みまで、担当者に聞きました。

約40種類の容器を試作して誕生

世界80以上の国と地域で販売中

バリエーション豊富なカップヌードル。
メーカー希望小売価格各195円

独自の「中間保持構造」。
断面を見ると、麺が宙に
浮いています

昨年10月
オープン

MOMOFUKU NOODLE
（モモフクヌードル）

カップヌードルミュージアム
大阪池田

※
体
力
や
体
調
に
合
わ
せ
て

無
理
な
く
行
い
ま
し
ょ
う

　歩行時に足が上がらず、つまずくこ
とはありませんか？　転倒予防のた
めに、上半身と下半身を結ぶインナー
マッスルである「腸腰筋（ちょうようき
ん）」を鍛えましょう。
　まず、しっかりしたイスに浅めに座
り、両足の間隔をこぶし1個分くらい
あけます。背筋を伸ばし、目線は正面
に。両手でイスの座面の端を握ります。
　次に、片足のももを上げます。床に
ついている方の足はしっかりと踏んで
おきましょう。息を吸って、おなかから
息を吐きながら、足をゆっくりと無理

なく上がる高さまで上げ、できればそ
のまま5秒間キープ。また息を吸って、
吐きながら、ゆっくりと足を元の位置
に戻します。左右交互に10回ずつを目
安に行いましょう。

もも上げの運動でインナーマッスルを鍛えよう

ストレッチ
セカンドライフ世代の身近な

グッズで

　家にある身近なモノを使って、ストレッチ

をしませんか？　最終回は、イスに座って行

う運動を紹介します。

●教えていただいたのは
川瀬志穂さん
ピラティスインストラクター。リビング
カルチャー倶楽部梅田教室・神戸教室
ほかで指導にあたる。

第4回 「イスを使って転倒予防」



イベント名 人数 イベント名 人数 イベント名 人数 イベント名 人数
エテルノ見学会

名

エテルノセミナー

名

カルチャー

名
─ ─□

3/19（火）
□

2/24（日）
□

2/1（金）

エテルノ見学会

名

エテルノセミナー

名

カルチャー

名
─ ─□

3/25（月）
□

2/6（水）
□

3/7（木）

エテルノ見学会

名

専門家相談

名

カルチャー

名
─ ─□

3/31（日）
□

2/1（金）
□

2/18（月）

エテルノ見学会

名

エテルノ見学会

名

カルチャー

名

カルチャー

名
□

2/12（火）
□

3/2（土）
□

2/6（水）
□

3/13（水）

カップヌードル
3食セット

※エテルノ倶楽部会員の方は、会員番号と氏名のみご記入ください。
★会員以外の方は、その他の項目もご記入ください。

この方向にファックスしてください
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エテルノ倶楽部　イベント申込・入会申込用紙

【株式会社阪急メディアックスが取り扱う個人情報について】
　株式会社阪急メディアックスが、エテルノ倶楽部NEWS申込用紙で皆様からお預かりした
個人情報は、当社が責任を持って管理します。当社への催しのお申し込み、プレゼントやアン
ケートのご応募、資料請求でいただいた個人情報は、お申し込み内容の確認や案内の連絡、
当選賞品や資料の発送のみに使用します。また、アンケートなどの集計結果は個人を識別でき
ない形にデータ処理をし、当社の事業活動に使用します。当社では、ご本人の承諾のない限り、
収集した個人情報を前述の目的以外に使用、第三者に提供することはありません。

〈イベント申し込み〉 （先着順）

下段のプレゼントご希望の方は、左記のアンケートにご記入の上、
ご応募ください。抽選でプレゼントを進呈します。

カップヌードル3食セット

今号で「面白い」「興味がある」など印象に残った記事を教えてください。 
※複数可

Q1

誌面やイベントなどについて、ご意見やご要望があればご記入ください。Q2

〈アンケート〉

西宮市高畑町2-25
（阪急西宮北口駅から徒歩約7分）

TEL.0798-66-6622

宝塚市仁川北2-1-24
（阪急仁川駅から徒歩約3分）

TEL.0798-51-0983

池田市綾羽2-5-16
（阪急池田駅からバス約5分）

TEL.072-750-1333

葬祭サービス「エテルノ」へのお問い合わせ
24時間・年中無休便 利 な 阪 急 の 葬 祭 会 館 は こちら

エテルノ倶楽部入会の申し込み
※入会ご希望の方には、別途申込用紙をお送りします。入会を希望します

平日9：30～17：30
（土・日・祝日を除く）0120-661-033

0798-66-8836
〒663-8202　西宮市高畑町2-27
株式会社阪急メディアックス「エテルノ倶楽部事務局」

https://www.eterno.jp
ホームページからも各種お申し込みできます

各種イベントのお問い合わせ・お申し込み

〈プレゼント〉

エテルノ倶楽部会員番号

〈発 行〉㈱阪急メディアックス　〒663-8202 西宮市高畑町2-27　 0120-661-033　FAX.0798-66-8836　https://www.eterno.jp　〈制作協力〉サンケイリビング新聞社

2019年冬号 ●次回 エテルノ倶楽部NEWSの発行は2019 年4月の予定です

応募は上の用紙で、締め切りは、2月28日（木）必着。
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。

　「カップヌードルミュージアム 
大阪池田」のオリジナルパッケー
ジ入り3食セットです。

プレゼント

5名様

吹田市古江台6-1-50（阪急山田駅から徒歩約
6分・大阪モノレール山田駅から徒歩約4分）

0120-01-3242

2019年1月29日（火）
オープン

※日清食品のカップヌードルの種類は写真と異なる場合があります。
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