
※感染拡大予防対策へのご協力を
　お願い申し上げます。

愛顔の安心飲食店
新型コロナウイルス
感染予防対策を実施
しています！認証店
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中国料理

秋の龍宮コース

370,000円（税金込）

160,000円

チャペル挙式プラン

【料金に含まれるもの】
挙式料、美粧・着付室、ご両家控室、介添料、
新郎新婦衣裳（各1点）、新郎新婦着付（各1点）
新郎新婦2ショット写真1カット

10名様

【料金に含まれるもの】
お料理、お飲物、カラオケ、
席札、宴席料、レセプタント、
卓上装花、税金、サービス料

■特典

PRIVATE  PARTY  PLAN
挙式プランをご利用のおふたりにおすすめ！
ごく親しい方々に囲まれての少人数のパーティーにピッタリの
10名様からのウエディングプランです。

ウィッシュWISH

（お一人様追加料金 15,400円）

乾杯用スパークリングワイン
ウエディング生ケーキ
ペアディナー券

※衣裳につきましては、ホテル衣裳室『ことぶきや』にてご用意させていただきます。
※美粧・着付けにつきましては、ホテル美容室『ひらおかフレンドリー』にてお手伝い
　させていただきます。

10名～
20名様

21名～
30名様

31名様
以上



※写真はイメージです。

四季ごよみ
（税金・サービス料込）

お一人様 3,600円

5種類の釜飯からお選びください

鯛釜飯・穴子釜飯・蛸釜飯
浅利釜飯・白米釜飯

昼・夜メニュー

※季節により料理内容が変わり
　ますので、予めご了承くださ
　いませ。

レストラン／
ラ・セール 日本料理

仕入産地・原産国が日々異なりますので、詳しくはスタッフまでお問い合わせくださいませ。

●TEL（0898）36-1811  内線3150
●営業時間　11：30～14：00（ラストオーダー13：45）
　　　　　　17：00～21：00（ラストオーダー20：30）

※時間短縮営業となっております。
　詳しくはHPまたは、 各店舗へ
　お問い合わせくださいませ。

●TEL（0898）36-1812  内線3164
●営業時間　11：30～14：00（ラストオーダー13：45）
　　　　　　17：00～21：00（ラストオーダー20：30）

※時間短縮営業となっております。
　詳しくはHPまたは、 各店舗へ
　お問い合わせくださいませ。

各店舗時短営業又は、休業日を設けている場合がございますので、ご迷惑を おかけ致しますが、事前にHPのご確認または各店舗へお問い合わせくださいませ。

お一人様 6,500円（税金・サービス料込）
●秋鮭とライ麦のガレットサラダ仕立て

●鴨肉のカブイヤード風

●カボチャのポタージュ 又は
　サツマイモのポタージュ
　（どちらかお選びください。）

●金目鯛のファルス 松茸とピスタチオのデュクセル

　オマールエビの蒸し焼き添え

●国産牛サーロイングリル ソースマディラ

●パン 又は ライス

●デザート盛り合わせ

●コーヒー

〈前期〉 9/1（木）～10/15（土）
秋のラ・セールコース

鮨カウンター「鮨処潮」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、一時営業を休業してお
ります。日本料理伊予路のお席にて、従来メニューをお召し上がり頂けますので、ご迷惑
をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

お知らせ

（税金・サービス料込）
2,500円

秋の味覚
旬菜弁当

（吸い物・菓子付）

・・・・・・・・・・・

お昼
限定

※写真はイメージです。

仕入産地・原産国が日々異なりますので、詳しくはスタッフまでお問い合わせくださいませ。

洋梨のタルト
（秋のフルーツ添え）

タルト生地に洋梨のコンポートをのせて、

アーモンドクリームで焼き上げたデザートです。

バニラアイスと秋のフルーツを添えて。

季節限定おすすめスイーツ
ロビーラウンジ ガーデン

セット（コーヒー付）

単品
・・・・・・・・・・・ 1,200円

・・・・・・・・・・・・・ 900円

（税金・サービス料込）

（税金・サービス料込）

香り高く
濃厚な味わい



・・・・・・・1,500円

9月～11月までの限定
おすすめカクテル （税金・サービス料込）

Cabos ～かぼす～

●スカイバー/トップハット
　20：00～23：00（L.O.22：30）時間短縮営業
　しております。
●展望ラウンジ/ラウンジ23
　完全予約制で営業しております。

詳しくはHPまたは、 各店舗へお問い合わせくださ
いませ。

ジンをベースとし、カボスを合わせたカクテル。　

B

B

中国料理
ステーキ
＆

海鮮料理

●TEL（0898）36-1823  内線2311
●営業時間　17：00～21：00
　　　　　　（ラストオーダー20：00）

仕入産地・原産国が異なる場合がございますので、詳しくはスタッフまでお問い合わせくださいませ。

時間短縮営業となっておりま
す。詳しくはHPまたは、店舗
へお問い合わせくださいませ。

お
知
ら
せ

●TEL（0898）36-1827  内線2301
●営業時間　17：00～24：00
　　　　　　　（ラストオーダー23：30）

スカイバー／
トップハット

秋の龍宮コース
お一人様 6,000円（税金・サービス料込）

※写真は秋の龍宮コースです。

● 前菜盛り合わせ
　 ・叉焼と紅あずま

　 ・クラゲと蒸し鶏

　 ・秋刀魚と舞茸のスパイシー揚げ

● カニ卵とえのき茸のフカヒレスープ

● 小籠包／広東焼売／海老餃子

● 魚介と鳥生蓮根の黄ニラ炒め

● 牛フィレ肉と旬菜の豆豉ソース

● 栗入り蓮の葉包み御飯
　 ～干しエビ、香港腸詰、花椎茸、いぶりがっこ、稲穂～

● 杏仁豆腐＆胡麻団子
　～ドライいちじくコンポート～ ※写真は「秋音 －AKINE－ 」のイメージです。

各店舗時短営業又は、休業日を設けている場合がございますので、ご迷惑を おかけ致しますが、事前にHPのご確認または各店舗へお問い合わせくださいませ。

●TEL（0898）36-1801  内線3020
●営業時間　11：30～14：00（ラストオーダー13：45）
　　　　　　17：00～21：00（ラストオーダー20：30）

※時間短縮営業となっております。
　詳しくはHPまたは、 各店舗へ
　お問い合わせくださいませ。

仕入産地・原産国が日々異なりますので、詳しくはスタッフまでお問い合わせくださいませ。
コースは2名様よりご利用いただけます

お一人様 14,000円
（税金・サービス料込）

秋 音 -AKINE-

お昼は2名様よりご予約承ります

御予約はお早目にお願いいたします。

●前菜3種盛り合わせ
●鯛のポワレ 焼きナスと黒オリーブの
　タップナードソース
●旬の焼野菜  ネギ味噌添え
●黒毛和牛テンダーロイン100ｇ
　　　　　　 又は サーロイン110ｇ
●ガーリックライス 又は 白御飯
●赤出汁　●香の物
●デザート
●コーヒー 又は 紅茶

※前日までのご予約で「黒毛和牛の煮込み、
　バケット付き」をサービス

数量
限定

※写真はイメージです。

秋味コース

●蒸し鶏の葱ソース
●エビ蒸しクレープ＆揚げもち餃子
●イカと銀杏の塩味炒め
●南瓜と蓮根入り酢豚
●きのこあんかけ炒飯
●本日のスープ
●杏仁豆腐

お一人様 （税金・サービス料込）2,300円

コースは2名様よりご利用いただけます

ロックグラス

ランチタイム
限定



今治国際ホテル 伊予路 メニューのご案内

◆ご予約・お問い合わせ／（0898）36-1812　内線3164
◆営業時間／11：30～14：00（ラストオーダー13：45）
　　　　　　17：00～21：00（ラストオーダー20：30）

日本料理
◆ご予約・お問い合わせ／（0898）36-1811　内線3150
◆営業時間／11：30～14：00（ラストオーダー13：45）
　　　　　　17：00～21：00（ラストオーダー20：30）

今治国際ホテル ラ・セール フェアのご案内

レストラン ラ・セール

お
す
す
め
メ
ニ
ュ
ー

おすすめの一品

定食膳

◆国産和牛千草巻2,000円

郷土料理

◆刺身定食・・・・・・・・・・・・・・・2,700円 ◆天婦羅定食・・・・・・・・・・・2,500円

◆仙高ポークしゃぶ膳 3,000円

1合・・・・・・・・・・・1,700円
ボトル・・・・・・・・6,500円

◆和牛すき焼膳・・・・・・・・4,500円

◆石鎚 ひやおろし ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円

◆大茶碗蒸し

◆いぎす豆富
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,800円
◆鮑の踊り焼き

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,500円
◆天婦羅盛り合わせ

伊予路特製

◆刺身盛り合わせ 3,300円

秋
の
お
す
す
め
日
本
酒

秋限定



●中華サラダ　●蒸し点心三種

●イカとレタスの湯引き

●鶏肉の塩味炒め

●エビマヨ＆タラのフライチリソース

●黒酢スブタ　●五目炒飯

●杏仁豆腐

感謝(カンシェ)コース
お一人様 （税金・サービス料込）4,000円

コースは2名様よりご利用いただけます

コースは2名様よりご利用いただけます

● (中国菜)季節の前菜盛り合わせ
● (粤菜)スペアリブの豆豉蒸し
　香港スタイル
● (粤菜)魚介と黄ニラの炒め
● (蘇菜)上海風  カニとフカヒレの煮込み
● (清真菜)牛フィレ肉のクミン炒め
● (川菜、魯菜)酸辣湯＆水餃子
● (台菜)台湾新竹焼きビーフン
● (台湾甜品)杏仁豆花＆パイナップルケーキ

旅游コース

お一人様 （税金・サービス料込）8,000円

香港発→大陸→台湾の旅

今治国際ホテル 龍宮 コースのご案内 今治国際ホテル 欅 コースのご案内

中国料理
◆ご予約・お問い合わせ／（0898）36-1801　内線3020
◆営業時間／11：30～14：00（ラストオーダー13：45）
　　　　　　17：00～21：00（ラストオーダー20：30）

New

※優待価格の為、割引対象外商品

●前菜三種盛り合わせ
●季節の焼き野菜 ネギ味噌添
●黒毛和牛の煮込み バケット添
●イセエビの鉄板焼き オマールクリームソース
●国産黒毛和牛ロース＆フィレ盛り合わせ
●彩りサラダ　●ガーリックライス 又は 白御飯
●味噌椀　●香の物　●ハロウィンデザート
●コーヒー 又は 紅茶

通常価格16,000円 優待価格14,000円
（税金・サービス料込）

ハロウィンコース
お1人様

10月限定イベント

3日前までの
要予約

今治国際ホテル23階 ◆ご予約・お問い合わせ／（0898）36-1823　内線2311
◆営業時間／17：00～21：00（ラストオーダー20：00）

KEYAKI



◆ご予約・お問い合わせ TEL（0898）36-1812
◆予約承り時間／10：00～18：00

◆ご予約・お問い合わせ TEL（0898）36-1811
◆予約承り時間／10：00～18：00

レストラン／
ラ・セール

お得なチケット発売中!!
お得用チケット 4,000円  ※400円のサービス券付
館内レストラン等で使用できます。 テイクアウトも使用可

1冊

有効期限
2023年

3月31日（金）いまこくテイク アウト10月号IMAKOKU

【お渡し場所】今治国際ホテル フロント横（宴会承り所）　 【お渡し  時間】伊予路・ラ・セール・龍宮 11：00～19：00まで　欅 12：00～17：00まで

※写真は国産うな重です。

1,800円（税込）
魚介極太巻き

2,500円（税込）おかず三昧

1,500円（税込）焼き穴子重

900円（税込）せんざんき
（10個入）

2,200円（税込）うな重（中国産）

4,500円（税込）国産うな重

3,800円（税込）上握り12種

4,800円（税込）特上握り10種

お持ち帰り寿司

人
気
の
ネ
タ
満
載
!

自
慢
の
特
選
ネ
タ
で

プ
レ
ミ
ア
ム
な
ひ
と
と
き
を
。

10,000円（税込）6,000円（税込）
※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

（４名様分） （４名様分）

前日
予約

前日
予約

+500円で鯛飯をお付け出来ます。
※季節により内容は変更致します。

3,000円（税込）
つつじ弁当

3日前
予約

※季節により内容は変更致します。

※仕入れ状況により内容は変更致します。

1,800円（税込）
銀鱈西京焼き弁当

流行りの一品!

1,000円（税込）
お子様ランチ弁当
（ポタージュ付き）

ラ・セール人気のハンバーグを
お弁当にしました

伊予牛・仙高ポーク合挽
和風おろしハンバーグ弁当
（サラダ付き） 2,200円（税込）

イタリア産生ハムと
シーザーサラダ
ガーリックバケット添

ホテル伝統の味
パキスタンカレー弁当
（サラダ付き）

1,200円（税込）

人気のシーフードフライ弁当

1,500円（税込）

ズワイ蟹クリームコロッケ＆
エビフライ弁当
（サラダ付き）

1,700円（税込）
ビーフピラフ弁当
（サラダ付き）

ラ・セール定番の
　　　　　ビーフピ

ラフ

※牛フィレ肉を使用しております。
国産牛サーロインステーキ弁当
（サラダ付き） 2,700円（税込）

国産牛を使用した
ボリューム満点のス

テーキ弁当

1,500円（税込）
オードブルフレンチシェフズ

ちょっと贅沢な
定番オードブル

行楽シーズンのお供にぴったり!

16,000円宴 （税込）
※写真は4名様分となります。

-en-

10,000円集 （税込）
※写真は4名様分となります。

-Tsudou
-

（４名様分）

3日前
予約

（４名様分）

3日前
予約

低温調理した柔らかいハーブチキンと

ラ・セールの人気スパゲッティの
　　　　　　　　　　  コラボ弁当

ハーブチキンとスパゲッティ
ボロネーゼ（サラダ付き）1,500円（税込）

新

コースの人気メニューが
　　　　　　　お弁当に登場!

骨付き子羊のカツレツと
スパゲッティジュノベーゼ
（サラダ付き）2,700円（税込）

※写真は一人寄せ鍋です。

2,500円（税込）寄せ鍋 お一人様

お一人様 2,300円（税込）鴨鍋

お一人様用の鍋テイクアウトを
始めました。

新



黒毛和牛サーロイン100g を
使用した欅自慢のステーキ
弁当になります。
是非ご賞味くださいませ。

黒毛和牛をじっくり煮込み、
甘辛く仕上げた
ご飯がすすむ弁当です。

和牛100％使用した
ジューシーなハンバーグ弁当

前日
予約

前日
予約

（1日限定10食のみ）

2,300円（税込）

黒毛和牛時雨煮弁当     
（1日限定10食のみ）
4,500円（税込）

国産黒毛和牛弁当 
（サラダ付）

+1,500円でフィレ肉へ変更できます。+1,500円でフィレ肉へ変更できます。

前日
予約（1日限定10食のみ）

（白御飯付き）

+500円でガーリックライスに変更できます。
3,000円（税込）

和牛ハンバーグ弁当

中国料理
ステーキ
＆

海鮮料理

宴会
承り所

◆ご予約・お問い合わせ　TEL（0898）36-1800
◆予約承り時間／10：00～18：00

◆ご予約・お問い合わせ　TEL（0898）36-1801
◆予約承り時間／10：00～18：00

◆ご予約・お問い合わせ TEL（0898）36-1800
◆予約承り時間／10：00～18：00

（宴会承り所）

4,400円（税込）（４名様分）前日
予約

7,000円（税込）前日
予約

焼肉セットおうち
deおうち

de

※写真はイメージです。

【お渡し時間】10：00から17：00まで

お得なチケット発売中!!
お得用チケット 4,000円  ※400円のサービス券付
館内レストラン等で使用できます。 テイクアウトも使用可

1冊

有効期限
2023年

3月31日（金）いまこくテイク アウト
【お渡し場所】今治国際ホテル フロント横（宴会承り所）　 【お渡し  時間】伊予路・ラ・セール・龍宮 11：00～19：00まで　欅 12：00～17：00まで

10月号IMAKOKU

1,500円（税込）
四川麻婆豆腐弁当

痺れる辛さの
本格麻婆豆腐

1,500円（税込）

エビチリ＆青椒牛肉絲弁当
（牛肉とピーマンの細切り炒め）

1,500円（税込）
麻婆豆腐＆エビマヨ弁当

1,500円（税込）

黒醋スブタ＆
エビ卵焼き弁当

全ての弁当に
唐揚げ・餃子・焼売・
サラダ（ドレッシング）

付き

1,500円（税込）
八宝菜＆酢豚弁当

1,500円（税込）
油淋鶏＆カニ玉弁当

人気中華料理が2つセットになったおすすめ弁当

テイクアウトオードブル
おうちで本格中華に舌鼓

前日
予約

3,000円（税込）

※龍宮アラカルトメ
ニューもテイクア
ウトできます。
※+500円にて白ご飯
を五目チャーハン
　+800円にて白ご飯
を カ ニ 肉 レ タ ス
チャーハンに変更
できます。

贅沢弁当贅沢弁当

特別テイクアウトメニュー

前日
予約

6,480円（税込）・10,800円（税込）
（各４名様分）※写真は6,480円のイメージです。



日替りランチ情報
Menu in October

※仕入産地・原産国が日々異なりますので、詳しくはスタッフまでお問い合わせくださいませ。

お一人様 1,400円日替りランチ
（スープ・サラダ・パン又はライス・デザート・コーヒー）

レストラン ラ・セール

（+500円で白御飯をチャーハンへ変更できます）

中 国 料 理

人気のランチメニュー

日 本 料 理
限定15食

お一人様 1,400円日替りランチ

（ラストオーダー13：45）
Lunch Time 11：30～14：00

香港飲茶コース
ランチタイム限定

2,700円

チョイスDEランチ

香港スタイルの飲茶コースです。

8品から2品をチョイス。

1,800円

中 国 料 理

※上記は税金・サービス料込みの価格です。

日 本 料 理

全店舗時間短縮営業となっております。詳し
くはHPまたは、各店舗へお問い合わせくだ
さいませ。

お知らせ

レストラン／ラ・セール

松山鶏のグリルデミソースセット 2,100円

※上記は税金・サービス料込みの価格です。

伊予牛・仙高ポーク鉄板ハンバーグ
ステーキセット（190g）

2,500円

平日セレクトランチ
4種類のメインの中からお選びいただけます。

1,600円

パスタランチ　　　  （週替り）平日限定
毎週パスタメニューが替っております。サンプルは店頭にございます。

1,500円

秋の味覚旬菜弁当
2,500円

鮨ランチ 1,800円

潮ランチ 3,000円

※内容は仕入れ状況に
　より変動致します。

1,400円
日替り弁当

（税金・サービス料込）

● 週末おすすめランチ　2,200円
● 週末セレクトランチ　2,000円

● 週末・祝日おすすめランチ　2,200円
● 週末・祝日セレクトランチ　2,000円

● 週末おすすめランチ　2,200円
● 週末セレクトランチ　2,000円

● 週末おすすめランチ　2,200円
● 週末セレクトランチ　2,000円

● 週末おすすめランチ　2,200円
● 週末セレクトランチ　2,000円

秋刀魚のムニエル カレー風味・ハンバーグステーキ 茸ソース

海の幸クリームコロッケ・鶏肉のクレオール風

エビフライ・鶏肉とマカロニのグラタン

鱈のカダイフ巻き・豚肉のクリームシチュー

カジキマグロのグリル・鶏肉のカツレツ モッツァレラチーズ焼き

秋鮭のタルタル焼き・豚肉とソーセージのポトフ

エビと帆立の串焼き・鶏肉のマスタードパン粉焼き

秋鮭のムニエル・ラザニア

カニクリームコロッケ・牛肉のブルゴーニュ風

秋鮭のカレー風味 半熟卵添え・ハンバーグステーキ ワシントン風

エビと帆立のプロヴァンス風・豚肉のロースト

鱈のベニエ・鶏肉のグリル

海の幸のクリームシチュー・鶏肉のカツレツ イタリア風

秋鮭と青海苔のピカタ・豚フィレ肉のパイ包み焼き

秋鮭と茸のキッシュ・豚肉の野菜巻きフライ

エビフライ・チーズ入りロールキャベツ

秋刀魚のムニエル グルノーブル風・鶏肉の照り焼き

カジキマグロのニース風・ビーフストロガノフ

秋鮭とジャガイモのチーズ焼き・鶏肉の赤ワイン煮込み

秋刀魚の香草パン粉焼き・鶏肉と豆腐のハンバーグ

※個室もご用意しております。  （税金・サービス料込） （税金・サービス料込）

（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

● 週末おすすめランチ　2,000円
● 秋味ランチコース     2,300円

● 週末おすすめランチ　2,000円
● 秋味ランチコース     2,300円

● 週末おすすめランチ　2,000円
● 秋味ランチコース     2,300円

● 週末・祝日おすすめランチ　2,000円
● チョイスランチ　　　　    2,000円
● 秋味ランチコース             2,300円

● 週末おすすめランチ　2,000円
● 秋味ランチコース     2,300円

龍宮特製丼・蒸し点心

鶏肉の黒酢ソース・季節野菜のフリッター

イカの黒豆味噌炒め・叉焼と玉子炒め

豆腐の醤油煮込み・鶏肉の山椒塩炒め

木耳と玉子の炒め・エビのクルトン揚げ

牛肉とキノコの香り炒め・ニラ玉

龍宮名物おこげ料理・点心盛り合わせ

八宝菜・油淋鶏

牛肉とピーマンの細切り炒め・エビマヨ

叉焼ともやしの炒め・鶏肉の甘辛ソース

イカと銀杏の炒め・麻婆豆腐

エビとキノコの香り炒め・黒醋酢豚

牛肉と大根の煮込み・エビマヨ

天津飯・水餃子

牛肉のブラックペッパー炒め・イカの揚げ物

中国式茶碗蒸し・酢豚

牛肉とピーマンの細切り炒め・エビチリ

ホタテのクリーム煮・鶏の唐揚げ

カニ肉あん掛け炒飯・揚げ餃子

龍宮名物おこげ料理・点心盛り合わせ

（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 （税金・サービス料込）

※季節により内容は変更しますので、ご了承
　くださいませ。
※上記は税金・サービス料込みの価格です。



※感染拡大予防対策へのご協力を
　お願い申し上げます。

愛顔の安心飲食店
新型コロナウイルス
感染予防対策を実施
しています！認証店

Imaba r i  Kokusa i  Ho te l  Mon th l y  gou rme t
いまこくグルメ
I m a ko ku  Gou rme t   2 022 . 10

10
OCTOBER

vol.208

今月の
表紙

中国料理

秋の龍宮コース

370,000円（税金込）

160,000円

チャペル挙式プラン

【料金に含まれるもの】
挙式料、美粧・着付室、ご両家控室、介添料、
新郎新婦衣裳（各1点）、新郎新婦着付（各1点）
新郎新婦2ショット写真1カット

10名様

【料金に含まれるもの】
お料理、お飲物、カラオケ、
席札、宴席料、レセプタント、
卓上装花、税金、サービス料

■特典

PRIVATE  PARTY  PLAN
挙式プランをご利用のおふたりにおすすめ！
ごく親しい方々に囲まれての少人数のパーティーにピッタリの
10名様からのウエディングプランです。

ウィッシュWISH

（お一人様追加料金 15,400円）

乾杯用スパークリングワイン
ウエディング生ケーキ
ペアディナー券

※衣裳につきましては、ホテル衣裳室『ことぶきや』にてご用意させていただきます。
※美粧・着付けにつきましては、ホテル美容室『ひらおかフレンドリー』にてお手伝い
　させていただきます。

10名～
20名様

21名～
30名様

31名様
以上


