インデックス

※2 019 年 2 月末 時点の認 定 情 報 に 基づ いています。

井田山にぽっかり

太郎の夢

ココア大福

180円（税別）

160円
（1個）

松柏堂

泉心庵

菓子処おかふじ

電話番号／044-766-5937
営業時間／9：00〜19：00 定休日／水
アクセス／東急東横線元住吉駅徒歩１０分
所在地／中原区井田中ノ町4-2

住吉小梅

電話番号／044-722-4628 営業時間／9:30〜19:30
定休日／木 アクセス／JR・東急東横線武蔵小杉駅徒
歩３分 所在地／中原区市ノ坪66
Web／www.sensinan.com/

最中 川崎新城ばやし

かりんとまんじゅう

電話番号／044-833-3057
営業時間／10:00〜18:00 定休日／正月、夏
アクセス／JR南武線武蔵溝ノ口駅、東急田園都市線溝の
口駅徒歩５分 所在地／高津区溝口1-18-1

大平屋

お好み甘納豆

340円
（1個）
（税別）

1,388円
（1本）

水月堂

モンタナ

田園ぽてと

ミツバチ

電話番号／044-766-4460
営業時間／9:30〜18:30 定休日／水・最後の週の火
アクセス／JR南武線武蔵中原駅徒歩１０分
所在地／中原区上小田中2-17-5

等々力ソフトサブレ
130円
（1枚）

菓心 桔梗屋

電話番号／044-722-2755 営業時間／10:00〜19:00
定休日／日
（お彼岸・節句は除く） アクセス／東急東横
線新丸子駅、JR武蔵小杉駅徒歩３分 所在地／中原区
新丸子町754 Web／kikyoya.net/

ココア甘納豆

川崎 はなのこどら

380円
（140g）

駿河屋製菓

電話番号／044-966-0324 営業時間／9:00〜20:00
定休日／火・第３月 アクセス／小田急線読売ランド前駅
徒歩１分 所在地／多摩区西生田3-9-22
Web／montana-cake.net/

麻生の手巻きロール
サクセスポテト （マロン味
・コーヒー味） くるみの丘

180円
（1個）

248円
（1個）

御菓子所 花ごろも

ニコラス洋菓子店

電話番号／044-533-8700
営業時間／9:00〜18:30 定休日／水、第２・４火
アクセス／JR南武線平間駅徒歩３分
所在地／中原区北谷町20 Web／hana-goromo.jp/
ゆうめいだいふく

丘を越えて

電話番号／044-766-7797 営業時間／8:00〜19:00
定休日／日 アクセス／JR南武線武蔵小杉駅・武蔵中原駅よ
りバ ス 能 万 寺 下 車 徒 歩１分 所 在 地 ／ 宮 前 区 野 川 本 町
3-29-36 Web／www.office-web.jp/surugayaseika/

民家園もなか
160円
（1個）

150円
（1個）

200円
（1個）
（税別）

生クリーム入り 遊米大福

1,404円
（1本） 230円（税別）

電話番号／044-966-6254
営業時間／9:00〜18:30 定休日／水
アクセス／小田急線百合丘駅徒歩５分
所在地／麻生区百合丘1-16-18

電話番号／044-951-0844
営業時間／9:00〜17:00 定休日／水
アクセス／小田急線新百合ヶ丘駅徒歩５分
所在地／麻生区上麻生1-9-1 Web／www.poteto.co.jp/

蒸ショコラ
168円

イルフェジュール

電話番号／044-987-3120 営業時間／10:00〜19:00
定休日／原則、第3月曜日 アクセス／小田急線柿生駅
徒歩２０分、
またはバス花島下車徒歩1分 所在地／麻生
区下麻生2-5-20 Web／www.ilfaitjour.com

かわさき餃子みそ

398円
（2ヶ入）

電話番号／044-988-7463 営業時間／9:30〜18:00
定休日／水 アクセス／小田急線柿生駅南口徒歩２分
所在地／麻生区上麻生5-43-11
Web／www.mitsubachijp.com/

らららクッキー

（ローズマリー・ローズゼラニウム・チョコミント）
200円（季節によりお取り扱いできない商品もあります。）

があでん・ららら

電話番号／044-989-8323 営業時間／11:00〜16:00（月〜水は要
連絡） 定休日／土日祝 アクセス／小田急線柿生駅・東急田園都市線
市が尾駅よりバス15分麻生新町下車 所在地／麻生区下麻生3-32-5
Web／www.sky1995.com/office̲shuurou̲cafe̲shop.html

大師 薬師殿

ごりやくそーす

162円

200円

648円
（360㎖）
・756円
（箱入り）

1,300円
（720㎖）

450円
（360㎖）

聖菓 はしば

青柳菓子舗

かわさき餃子舗の会

髙木屋酒店

松坂屋

電話番号／044-944-2574
営業時間／9:30〜18:30 定休日／水
アクセス／JR南武線稲田堤駅徒歩３分
所在地／多摩区菅2-3-8

ＴＡＲＯの夢最中

電話番号／044-811-2263
営業時間／9:00〜19:00 定休日／月
（祝日は営業）
アクセス／JR南武線久地駅徒歩２分
所在地／多摩区堰3-6-4

麻生 柿の里最中
135円
（1個）

川崎市菓子協議会 多摩麻生支部

大平屋野村商店

珈琲ビスコッティ
1袋250円

清酒 東海道川崎宿
1,250円
（720㎖）
・2,300円
（1.8ℓ）

電話番号／044-288-5733
営業時間／9:00〜20:00 定休日／日
アクセス／京急大師線川崎大師駅徒歩２分
所在地／川崎区大師駅前1-16-13

彩塩８種

彩塩
日精のせんでき仕込み
フレッシュパック３種
天日塩

菓子工房 ラ プラクミーヌ

電話番号／044-989-3991 営業時間／10:00〜20:00
定休日／不定休 アクセス／小田急線柿生駅徒歩３分
所在地／麻生区上麻生5-43-18
Web／laplaquemine.webcrow.jp/

みやだいビーフカレー フレッシュソーセージ 国産牛肉100％

（中辛・辛口）
（プレーン・青じそ・ガーリック） コンビーフ
780円
442円
（200ｇ） 529円/572円 （1パック200g）
（税別）

宮代商店 みやだい倶楽部

電話番号／044-211-2941
営業時間／11:30〜14:00、17:00〜21:00
定休日／日祝 アクセス／JR川崎駅、京急川崎駅徒歩８分
所在地／川崎区砂子1-8-8 Web／www.miyadai.co.jp/

厄除ほうじ茶
大師のかほり

800円（税別）

電話番号／044-288-5865 営業時間／10:00〜19:00
定休日／木・1/1〜1/4・5/5・8/13〜8/15・11/23 アク
セス／京急大師線川崎大師駅徒歩３分 所在地／川崎区大
師駅前1-3-9 Web／www.matsuzakaya-meat.com/

金箔入抹茶使用
抹茶入玄米茶 大安

800円（税別）

川崎京香園

電話番号／044-266-5290
営業時間／月〜土9:00〜19:00、
日祝9:00〜18:00
定休日／水 アクセス／京急大師線川崎大師駅徒歩8分
所在地／川崎区大師町13-10 Web／www.kyokaen.jp/

白菜キムチ

清酒多摩ほまれ

180円
470円〜510円（1本）
（税別） 260円
（1箱）
（税別）
（販売店によって異なります）

540円

佳撰1,602円
（1.8ℓ）
（税別）

日本精塩

おつけもの慶kei

川崎酒販協同組合

遊ぶ

150円
（1個）

電話番号／044-276-8161
営業時間／店舗による 定休日／店舗による
所在地／川崎区小川町2-11
Web／kawasaki-gyouzaho.com/

柿の葉茶マドレーヌ
172円

観る

和菓子処 みよしの

200円
（1個）
（税別）

電話番号／044-766-5494 営業時間／9:15〜19:00
定休日／火 アクセス／ＪＲ南武線武蔵新城駅徒歩１分
所在地／中原区新城1-2-20
Web／www.taiheiya.net/

330円
（200ｇ）

100円
（1個）
（税別）

多摩川 梨

143円
（1個）
（税別）

イベント

電話番号／044-411-2330 営業時間／9:30〜18:30
定休日／通常月曜 アクセス／東急東横線元住吉駅徒
歩０分 所在地／中原区木月1-21-5
Web／wagashi-aoyagi.biz/

ありのみ

橘姫だるま

禅寺丸の柿ワインケーキ 新百合りんごパイ

その他の食品

川崎菓遊 青柳

145円
（1個）
（税別）

電話番号／044-733-0813
営業時間／9:00〜19:00 定休日／火
アクセス／JR・東急東横線武蔵小杉駅徒歩８分
所在地／中原区今井南町7-43

田園ぽてと

米彦

トピックス

240円
（1個）
（税別）
（販売期間：5月〜9月）

140円
（1個）

一粒栗まん

エリアマップ

150円
（1個）

じゃがばた万頭

パウンドケーキ

焼き菓子アソート６種
プレミアムセット

1,200円／季節の味1,500円 3,600円

川崎とうふ

川崎区
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多摩川しずく ガンコな職人さん

150円

1個220円
（3ヶ入）

石渡屋

菓子工房 ラ・べルージュ

電話番号／044-287-8411 営業時間／10:00〜19:00
定休日／日月 アクセス／京急大師線川崎大師駅徒歩２分
所在地／川崎区大師駅前1-3-7
Web／www.ishiwataya.com/

ブレーメンの音楽隊ドーナツ

130円
（1枚)

電話番号／044-555-2568 営業時間／9:00〜20:00 定休日／下
平間本店は月（祭日の場合、翌日）鹿島田駅前店は無 アクセス／ＪＲ南
武線鹿島田駅徒歩1分（鹿島田駅前店）、徒歩7分（下平間本店） 所在
地／幸区下平間40-28 Web／hwsa5.gyao.ne.jp/cake-rocky/

180円
（1個)

イクミママのどうぶつドーナツ！

なんぺいの木

電話番号／044-434-3640
営業時間／日〜木10:00〜20:00、金土10:00〜20:30
定休日／不定休 アクセス／東急東横線元住吉駅徒歩６分
所在地／中原区木月3-6-18 Web／ikumimama.com/

中原区

高津区

230円
（1個)

電話番号／044-982-0363 営業時間／10:00〜19:00
定休日／水 アクセス／東急田園都市線宮前平駅または
溝の口駅よりバス南平下車すぐ
所在地／宮前区南平台3-5 Web／nanpeinoki.shop/

宮前区

多摩区

電話番号／044-233-0300
営業時間／8:00〜19:30 定休日／木
アクセス／JR川崎駅徒歩１０分、JR・京急線八丁畷駅徒
歩５分 所在地／川崎区日進町18-2

ミルフレット

厚焼玉子

電話番号／044-277-6773 営業時間／9:00〜17:00
定休日／土日祝 アクセス／JR川崎駅よりバス１５分池
上町下車 所在地／川崎区夜光3-3-3
Web／www.nihon-s-gr.com/

脳はぶどう糖

電話番号／044-366-7737 営業時間／10:00〜16:00
定休日／日祝 アクセス／JR川崎駅よりバス１０分大島
一丁目下車 所在地／川崎区大島上町18-1
Web／www.kei-kimuchi.jp

（南加瀬三丁目のあさづけ） （南加瀬三丁目のあさづけ）

ミックスぬか漬

540円（3個入り）、1,080円（6個入り）、2,160円（12個入り）

レギュラータイプ厚焼玉子540円
（1本）

チップ・タブレット共に476円
（1袋）
（税別）
ほか

298円（税別）

銀座ブールミッシュ ラゾーナ川崎店

川崎鶏卵

オガサワラ

カサイ

電話番号／044-556-1169 営業時間／10:00〜21:00
定休日／ラゾーナ川崎の定休日 アクセス／ＪＲ川崎駅
徒歩１分 所在地／幸区堀川町72-1 1階
Web／www.boulmich.co.jp/

宮前ドーナツ くるみの家（エンガディナー）

1,300円
（4個セット）

福来屋酒店

のらぼう菜 カステラ

電話番号／044-541-1105
営業時間／14:00〜15:30（火・水・金） 定休日／土日祝
アクセス／JR川崎駅よりバス小向西町下車徒歩3分
所在地／幸区小向西町3-88 Web／www.e-foods.co.jp/

ブレーメン・ビア

電話番号／044-599-1701 営業時間／9:00〜17:00
定休日／土日祝 アクセス／JR横須賀線新川崎駅徒歩
15分、
またはバス江川町下車徒歩2分 所在地／幸区南
加瀬2-37-1 Web／budoutou.com

特選焼海苔「雪の華」

丸ごと茄子と胡瓜の一本漬

348円（税別）

電話番号／044-588-3104
営業時間／9:00〜17:00 定休日／年中無休
アクセス／JR横須賀線新川崎駅徒歩１５分
所在地／幸区南加瀬3-8-11

小杉 山廃純米吟醸 亀の尾 仕込み

670円

550円
（330㎖）
（税別）

3,780円
（8切240枚入）
・2,700円
（8切168枚入）
・
1,620円
（8切100枚入）

2,720円
（1.8ℓ）
・1,360円
（720mℓ）
（各税別）

聖菓 はしば

モトスミ・ブレーメン通り商店街振興組合

海苔問屋 高喜商店

田原屋酒店

電話番号／044-944-2574
営業時間／9：30〜18：30 定休日／水
アクセス／JR南武線稲田堤駅徒歩３分
所在地／多摩区菅2-3-8

電話番号／044-422-3626
営業時間／10:00〜20:00 定休日／販売店による
アクセス／東急東横線元住吉駅徒歩５分
所在地／中原区木月1-29-18

電話番号／044-411-2339
営業時間／10:00〜17:00 定休日／日祝
アクセス／東急東横線元住吉駅徒歩７分 所在地／中原
区木月4-3-5 Web／www.takaki-nori.com/

電話番号／044-722-3462 営業時間／10:30〜20:30
定休日／水 アクセス／東急東横線新丸子駅徒歩８分
所在地／中原区小杉陣屋町1-10-5
Web／www.tawaraya-saketen.co.jp/

電話番号／044-222-5080
営業時間／販売店による
定休日／販売店による
所在地／川崎区本町2-1-5

フクライ醤油 フクライめんつゆ
300円
（1ℓ）

（販売店によって多少異なる）

450円
（1ℓ）

（販売店によって多少異なる）

福来醤油

電話番号／044-411-5238
営業時間／8:00〜17:00 定休日／日
アクセス／東急東横線元住吉駅徒歩１5〜20分
所在地／中原区井田1-16-20

ライスワインビネガー ライスワイン ノンアルコール
サングリアーロゼー
&フルーツ

2,500円（税別）
（販売店によって多少異なる）

3,000円（税別）
（販売店によって多少異なる）

天然素材 蔵

電話番号／044-740-6861 営業時間／平日 11:30〜14:30、
18:00〜22:30、土日祝 11:30〜15:00、17:30〜22:30 定休
日／木 アクセス／JR南武線武蔵中原駅徒歩５分 所在地／中
原区下小田中1-3-20 Web／www.ricewine-sangria.jp/

麻生区
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かわさき名産品

新岩城菓子舗

電話番号／044-522-2721 営業時間／8:00〜20:00
定休日／不定休（事前に告知します。店頭・FB）
アクセス／JR川崎駅徒歩１０分
所在地／幸区南幸町1-1 Web／shiniwaki.com/

電話番号／044-244-9669
営業時間／10:00〜18:00 定休日／水・第2火
アクセス／JR川崎駅よりバス１0分大島４丁目下車
所在地／川崎区大島4-9-1

産業観光

180円

ごりやく焼きプリン

珈琲豆専門店グリーン・ビーンズ

電話番号／044-987-1270
営業時間／10:00〜20:00 定休日／水
アクセス／小田急線柿生駅徒歩０分
所在地／麻生区上麻生5-43-2

泊まる

川崎日航ホテル

電話番号／044-221-2134
営業時間／10:00〜21:30 定休日／年中無休
アクセス／JR川崎駅徒歩１分 所在地／川崎区日進町1
Web／www.kawasaki-nikko-hotel.com/

電話番号／044-987-1270
営業時間／10:00〜20:00 定休日／水
アクセス／小田急線柿生駅徒歩０分
所在地／麻生区上麻生5-43-2

シ ョッ ピ ン グ・グ ル メ

電話番号／044-922-5274
営業時間／6:00〜19:00 定休日／水
アクセス／小田急線向ヶ丘遊園駅徒歩３分
所在地／多摩区登戸2701-1

洋菓子

向ヶ丘遊園 三吉野

※2 019 年 2 月末 時点の認 定 情 報 に 基づ いています。

はーぶこーでぃある

かわさきハーブソーセージ

清酒純米酒たかつ

2本入り780円

936円
（720㎖）
（税別）
・
2,047円
（1.8ℓ）
（税別）

新城テラス

鈴や

川崎酒販協同組合 北支部

電話番号／044-872-7391 営業時間／10:00〜
17:00 定休日／日、祝、その他不定休 アクセス／JR
南武線武蔵新城駅徒歩４分 所在地／中原区上新城
2-7-1 Web／terrace.seses-ishii.jp/

電話番号／044-740-3458 営業時間／17:30〜
24:00 定休日／日 アクセス／JR南武線武蔵中原駅
徒歩3分 所在地／中原区下小田中1-6-2
Web／www.suzuya-group.com

大山街道 溝口宿 武州茶

ブリマーブルーイング ペールエール

高津梅仙

1,500円（税別）

1,315円（720㎖）
（税別）

ブリマーブルーイング

電話番号／044-281-0541 営業時間／平日10:00〜
18:00、土祝10:00〜17:00 定休日／日 アクセス／
J R 南 武 線 久 地 駅 徒 歩１０分 所 在 地 ／ 高 津 区 久 地
4-27-14 Web／www.brimmerbrewing.com/

電話番号／044-866-5829
営業時間／販売店による
定休日／販売店による
所在地／高津区下作延3-21-13

ふる舞いそば

店舗により異なる

宿河原の華（日本酒）

和牛ビーフジャーキー 和牛コンビーフ

800円
（100g）
〜
（税別）

350円(1把200ｇ）

1,188円
（720ml）

1,680円
（100ｇ）
（税別） 1,600円
（1本）
（税別）

田中屋

一番碾き蕎麦 よしみや

小島米店

伊勢銀 肉の伊勢屋

電話番号／044-833-1301
営業時間／10:00〜18:00 定休日／日祝
アクセス／東急田園都市線高津駅徒歩３分
所在地／高津区溝口3-14-1

電話番号／044-853-0753 営業時間／11:30〜
20:00そば売切れ終了 定休日／月曜夜・火
アクセス／東急田園都市線鷺沼駅中央改札徒歩２分
所在地／宮前区小台1-19-5地下1F Web／よしみや.jp

電話番号／044-911-2341 営業時間／9:00〜20:00
定休日／日 アクセス／JR南武線宿河原駅徒歩２分
所在地／多摩区宿河原1-20-1
Web／kojimakometen.wordpress.com/

多摩川梨ジャム キウイジャム ルバーブジャム

梨ジャム

300円（70ｇ）／400円（130ｇ）300円（70ｇ）／400円（130ｇ）400円（70ｇ）／500円（130ｇ）
（9月〜無くなり次第終了）
（12月〜無くなり次第終了） （6月〜無くなり次第終了）

450円〜540円（数に限りがあり、売り切れる場合があります。）

550円
（500ｍℓ）

洋菓子とジャムの店梨の木・碓井果樹園

クラフトビア ムーンライト

はっぴわーく

電話番号／044-299-6367 営業時間／9:00〜17:00
定休日／土日祝 アクセス／JR南武線登戸駅・小田急線
向ヶ丘遊園駅徒歩8分 所在地／多摩区登戸2959
Web／www.sky1995.com/

かわさき柿ワイン
「禅寺丸」

多摩の流れ

電話番号／044-819-7263
営業時間／10:00〜12:30、14:00〜18:00
定休日／水 アクセス／JR南武線中野島駅徒歩７分
所在地／多摩区布田18-10

らららハーブティー
（

らららオリジナル
れもんぐらすほうじ茶
ビューティーブレンド

250円（らららオリジナルは売り切れ次第終了。）

JAセレサ川崎 柿生禅寺丸柿保存会

があでん・ららら

電話番号／044-988-7405
営業時間／9:00〜16:30 定休日／祝日、年末年始
アクセス／小田急線柿生駅徒歩３分
所在地／麻生区片平2-30-15

電話番号／044-989-8323 営業時間／11:00〜16:00（月〜水は要連
絡） 定休日／土日祝 アクセス／小田急線柿生駅・東急田園都市線市が
尾駅よりバス15分麻生新町下車 所在地／麻生区下麻生3-32-5
Web／www.sky1995.com/office̲shuurou̲cafe̲shop.html

き ん た い れ い う るし

金胎麗漆

15,000円〜25,000円

）

枡形城

北海道大粒納豆
158円
（40ｇ×2個）

550円
（500ｍℓ）

電話番号／044-930-1018 営業時間／平日16:30〜
22:30、土日11:30〜22:30 定休日／火・木 アクセス
／小田急線向ヶ丘遊園駅徒歩１０分 所在地／多摩区登
戸1818 Web／brewpub-moonlight.co.jp

つつじらんぷ

NPO法人 川崎市民石けんプラント
電話番号／044-276-0739 営業時間／9:00〜17:00
定休日／土日祝 アクセス／JR川崎駅よりバス大師高
校前下車 所在地／川崎区塩浜2-21-3
Web／kinarikko.kazekusa.jp/

宝養生せっけん

マダムヘナ

「宝養生せっけん」2,000円、
「川崎力」1,500円、
「エステルの瞳」6,150円

「25g×4Pセット」1,728円、
「25g×2Pシェイカーセット」1,404円

らくらくＫＡＷＡＳＡＫＩ
ＫＡＷＡＳＡＫＩ
ネクタイ
バッグ
2,890円〜6,700円（税別）（黒）1,600円、
（白）1,200円（税別）

1,512円

Colors,Future！
逆立ちこま
大：1,500円、小：600円（税別） 2個セット250円（税別）

ニックナック

博進社

アソシエＣＨＡＣＯ

電話番号／044-900-8844 営業時間／10:00〜19:00
定休日／日祝 アクセス／小田急線向ヶ丘遊園駅徒歩１
分 所在地／多摩区登戸2130-2-2F
Web／www.a-chaco.com/

川崎区
40

幸

区

K A W A S A K I - B I Y O R I

POETIC（マルチケース・母子手帳ケース）

電話番号／044-955-0079 営業時間／9:00〜16:00
定休日／土日祝 アクセス／小田急線新百合ヶ丘・百
合ヶ丘駅徒歩１５分 所在地／麻生区王禅寺西1-2-6
Web／www.rakuten.co.jp/lindavista/

中原区

高津区

ステンドグラス工房Glass in

電話番号／044-588-5902 営業時間／10:00〜17:00
定休日／祝 アクセス／ＪＲ横須賀線新川崎駅徒歩１５分
所在地／幸区南加瀬2-21-12
Web／www.glass-in.jp/

かわさき折り紙

宝養生資材

電話番号／044-976-0666 営業時間／9:00〜18:00
定休日／日祝、
第２・４土 アクセス／小田急線向ヶ丘遊園
駅よりバス長沢下車すぐ 所在地／宮前区菅生2-19-17
Web／www.takara-youjyou.co.jp/

電話番号／044-988-4577 営業時間／9:00〜18:00
定休日／年中無休 アクセス／小田急線鶴川駅徒歩
１５分 所在地／麻生区岡上488-1
Web／www.kajinoya.co.jp/

4,536円

相和シボリ工業

電話番号／044-888-6361
営業時間／9:00〜18:00 定休日／土日祝
アクセス／JR南武線武蔵新城駅徒歩１５分
所在地／高津区新作3-3-2 Web／aiwasibori.com/

カジノヤ

粉石けん「きなりっこ」
460円
（1箱1㎏入り）
（税別）

工芸品等

1,700円
（720mℓ）
（年末より売り切れまで）

電話番号／044-966-9336
営業時間／10:00〜19:30 定休日／日
アクセス／小田急線読売ランド前駅徒歩１分
所在地／多摩区西生田3-9-20

しむら

電話番号／044-855-2271 営業時間／9:00〜17:00
定休日／土日祝 アクセス／東急田園都市線宮崎台駅
徒歩１０分 所在地／宮前区馬絹6-20-1
Web／www.simura.com/

1,000円（税別）、
英語版1,300円（税別）

からふる！（mugroom）

電話番号／090-2704-0119 営業時間／10:00〜
17:00 定休日／不定休 所在地／宮前区宮崎3-5-18
※販売店はお問い合わせください。
Web／kawasaki-origami.jp/origami

透明こま

電話番号／044-955-2044 営業時間／9:00〜17:00
定休日／土日祝 アクセス／小田急線新百合ヶ丘駅徒歩
１５分 所在地／麻生区千代ヶ丘4-22-27
Web／hakushinsya-koma.com/

宮前区

多摩区

麻生区

広告

