
新居浜市 庄内町4-1-1
ＴＥＬ 66-7688

営業時間 17:00～22:00
定 休 日 毎週月曜日、第3火曜日
宅　　配 なし

新居浜市 高木町8-46

ＴＥＬ 36-3941

営業時間 11:30～14:30(LO13:30)
17:30～21:30(LO20:00)

定 休 日 水曜日
宅　　配 なし

新居浜市 郷1-16-48
ＴＥＬ 47-4411

営業時間 17:30～
定 休 日 月曜日
宅　　配 なし

新居浜市 滝の宮町2-33
ＴＥＬ 47-5437

営業時間 11:00～14:30
18:00～21:30

定 休 日 水曜日
宅　　配 なし

新居浜市 繁本町7-1
ＴＥＬ 47-7351

営業時間 10:00～17:00
定 休 日 月曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.facebook.com/bmc1203/

https://www.instagram.com/blissmarkerscafe/

今だけの期間限定サービスです。ご家庭でも中華
を楽しめ、華やかさも満足！！たくさんのライン
ナップを揃えております。もちろん、1品からで
もＯＫ！是非この機会にご利用ください！お電話
での事前予約が必要ですので、仕事帰りに是非是
非ご利用ください！

写真

もつ鍋 平

・2人前より可。
・電話にて要予約！
・当日ご注文の際は、午前11:00までにご連絡を
　お願いします。
・paypay、aupay、メルpay 使えます。

・電話でご予約いただけると受け取りがスムーズ
　に　なります。
・弁当以外に、オードブルや単品注文も受けて
　おりますので、お電話お待ちしています。
・paypay 使えます。

特製弁当（756円：税込）中華麺飯茶屋 佳

BLISS MARKERS CAFÉ 本店

写真

・職人がつくる本格的な味をお楽しみください。
・電話でご予約をいただけると受け取りがスムー
　ズになります。
・PayPayと各種クレジットカード使えます。

写真

海鮮巻(880円)、にぎり8ケ(1,100円)、刺身3種
盛り(1,100円)、刺身(550円～)、小魚煮付けor
唐揚げ(550円)、じゃこ天(330円)、魚ロッケ
(550円)、牛カツ丼(880円)、牛カツ(770円)、牛
タタキ(770円)、セセリ唐揚げ(440円)、ポテト
フライ(380円)、トリ貝天(660円)、ザンキ(550
円) など

写真

・パンケーキの持ち帰りはできません。
・paypay 使えます。

ボリューム満点のお弁当です。

もつ鍋（1,080円：：税込）

和牛小腸を使用しています。

take out 限定メニュー。「芝海老と季節野菜の
あっさり炒め」など、1品700円～1,100円の人気
メニュー計17品からお好きな料理を6品選んで
オードブルに！

パン、サンドイッチ、ドリンク各種

見た目にオシャレなパン

写真

期間限定 選べて得する中華オードブル（5,000円）

小料理居酒屋よしお

中国菜館 華月

ご注文は、直接各お店へお願いします。

メニューは一例です。詳細は、各お店にお問い合わせください。

＃takeoutにいはま



新居浜市 上泉町8-5創作地区
ＴＥＬ 27-5556

営業時間 11:00～17:00
定 休 日 木曜日・金曜日
宅　　配 あり（13:00以降）
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.facebook.com/healingsweetsk

新居浜市 萩生474-3
ＴＥＬ 40-8555

営業時間 11:30～14:30
17:00～23:00

定 休 日 火曜日
宅　　配 なし

新居浜市 一宮町1-1-21
ＴＥＬ 33-3210
営業時間 11:00～15:00

17:00～21:00
定 休 日 火曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ http://don-buriya.com/

新居浜市 郷5-63-1ﾊﾛｰｽﾞ郷店横
ＴＥＬ 37-3727
営業時間 月～土(昼)11:00～15:00

月～木(夜)18:00～23:00
金・土(夜)18:00～24:00

定 休 日 日曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.riina.jp/

新居浜市 田所町6-210
ＴＥＬ 32-3121
営業時間 11:00～15:30

17:30～20:00
定 休 日 火曜日(夜)、水曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.facebook.com/%E8%8C%B6%E5%B1%B1-381873398534892/

写真

写真

写真

・丼、おろし、イナリ、唐揚げ、天盛、かつ鍋
　できます。
・電話予約可。

カツオのきいた出汁を使っています！

・お持ち帰りＯＫ
・お電話での予約で、受け取りがスムーズに
　なります。
・paypay 使えます。
・「マイコレ」ポイント貯まります。

天丼（880円：税込）、カレー丼（800円：税込）

写真

・鶏の唐揚げ（680円：税別）
・酢豚（780円：税別）
・四川風麻婆豆腐（780円：税別）

電話で予約いただけると受け取りができます。

台湾料理 福銘源

写真

ヒーリングスイーツＫ ケーキ、大福など店内商品

よつばのクリームチーズ、香川さぬきひめいちご
新宮の抹茶・ほうじ茶、奄美のきび糖・天日塩を
使用しています。

・2,000円以上の注文で、新居浜市内(一部地域を
　除く)に配達します。
・電話で予約してください。
　（できれば前日まで、当日でも可）
・paypay 使えます。

どて焼き丼（780円：税込）

新居浜市で昔から親しまれてきた「どて焼き」を
丼ぶりにしたオリジナル丼です。

9種の彩り弁当（800円：税込）

当店人気メニューの味を少しずつ楽しめます。
お米はミルキークイーン（土居産）。

ドン☆ぶり屋

DiningCafe&BAL Riina

茶山

・前日までに電話かLINE(@596jvcxk)にご連絡
　ください。
・他にもTAKEOUT可能なお弁当がありますので、
　是非お問い合わせください。

四川風麻婆豆腐
　山椒入りで、本格的な辛さが人気です。

ご注文は、直接各お店へお願いします。

メニューは一例です。詳細は、各お店にお問い合わせください。

＃takeoutにいはま



新居浜市 高木町4-10
ＴＥＬ 31-0223

営業時間 10:00～18:00
定 休 日 水曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.instagram.com/cafe_la_miell/?hl=ja

新居浜市 徳常町8-43
ＴＥＬ 37-0045

営業時間 18:00～AM3:00
定 休 日 日曜日・祝日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.facebook.com/ramentei.niihama

新居浜市 西連寺町1-14-3
ＴＥＬ 41-6460
営業時間 11:00～14:00(平日）

17:00～23:00
定 休 日 月曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.isyokuya-umeya.jp/lp/

あなたを応援します！弁当（1,000円：税込）

新居浜市 政枝町3-2-11

営業時間 8:00～16:30
定 休 日 無休
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.izutu.jp/

新居浜市 郷2-6-5
ＴＥＬ 45-1155

営業時間 10:30～15:00
定 休 日 木曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ http://cyoubee.com/

写真

写真

・当店人気のドリアも4種類ご準備しています。
・フード商品につき、完全予約です。
・商品の受付時間は、11:00～17:00です。
・paypay 使えます。

ステーキ丼（1,000円：税込）

アンガス牛サーロインステーキ。
やわらかくジューシーで、適度な霜降りが
あります。

まるごと野菜と鶏ガラのスープ、ダシで深みを
出したあっさり味噌味に、ホルモンのうま味を
プラス。

・全ての商品、お持ち帰りできます。
・テイクアウトのみ。
・電話で予約いただけると、受け渡しがスムーズ
　になります。

テイクアウト用おつまみセット（850円：税込）

ザンキ、エビフライ、串カツ、枝豆が入って
います。

・テイクアウトは17:30～22:00でお願いします。
・単品メニューもお持ち帰りできます。
　（刺身、寿司、揚げ物、焼き物など）

特典付き
①不織布マスク（個包装1枚）
②微酸性電解水2ℓ（容器をご用意ください）

・期間限定の特典付き日替わり弁当を販売
　します（4/29～5/6）。
・前日の正午までに電話でご予約ください。
・受け渡しは10:30～12:00です。
・同時受付中（特典:微酸性電解水2ℓ）
　ﾜｲﾜｲ手巻きずしｾｯﾄ(2,000円:税込）、中華三
　兄弟(酢豚・春巻・ｴﾋﾞﾁﾘ 1,500円:税込)

うどん、丼

作りたてを提供します。

写真

写真

写真

ＴＥＬ 34-3434

ホルモンらーめん（1,045円：税込）

・電話でのご予約承ります。
・500円以上お買い上げの方に、お土産(お菓子)
　を差し上げます。
・paypay 使えます。

居食屋 梅家

(協)新居浜給食センター
仕出し 会席料理 いづつ

手打うどん長兵衛

らーめん亭

カフェ ラ・ミール

ご注文は、直接各お店へお願いします。

メニューは一例です。詳細は、各お店にお問い合わせください。

＃takeoutにいはま

※写真はイメージです



新居浜市 庄内町4-7-39
ＴＥＬ 36-4050

営業時間 11:30～13:30
17:00～22:00

定 休 日 水曜日
宅　　配 なし

新居浜市 星原町6-18
ＴＥＬ 40-1303

営業時間 17:00～23:30(LO)
定 休 日 月曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ http://kushimidori.com/

新居浜市 高木町7-13

営業時間 火～土 10:00～18:00
日・祝 10:00～17:00

定 休 日 月曜日、第3日曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.instagram.com/kiitos_coffeestand/?hl=ja

新居浜市 泉池町7-22
ＴＥＬ 32-9480

営業時間 17:00～22:00 年中美味しい“かに料理”が食べられます！

定 休 日 月曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://hamadon.com/

新居浜市 泉宮町5-8
ＴＥＬ 33-3535

営業時間 10:00～19:00
定 休 日 無休
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.yours-bigining.com/

写真

・前日までに要予約。
　（当日予約の際は、内容が変わります）

ユアーズ 握り寿司詰合わせ（2,000円税込）

ユアーズでのご宴会で人気のお寿司を詰め合わせ
にしました。

写真

本場かに料理 浜呑

写真

・電話で事前予約をお願いします。
・17:00以降に取りに来てください。
・カードでの支払い可。

平八

写真

・電話でご予約お願いします。
・出前も相談に応じて承ります。

写真

焼き鳥 串味鳥 ・焼き串おまかせ（1,000円：税別）
・ざんき、なんこつ唐揚げ（各550円：税別）

人気メニューです！

・電話でご予約いただけると、受け取りがスムー
　ズになります。
・Facebookなどで、お持ち帰り例の写真を載せて
　います。
・ホームページの値段と異なる場合があります。

（キートス コーヒースタンド）

和食全般（うな丼2,350円 etc）

法事折や弁当、オードブルなどの対応も
できます。

・スペシャルティコーヒー（400円～）
・その他ドリンク（350円～）
・コーヒーゼリーフロート（500円）
・月替わりおやつとのセット（700円前後）

・しばらくの間、外のベンチでの飲食は不可と
　させていただきます。
・車内でお待ちいただき、でき上がり次第、
　スタッフが車までお持ちします。
・電話予約は行っておりません。
・ソフトクリーム、ジェラート等も持ち帰り可。

かに寿し（料金は税別）
　にぎり盛合せ(1,500円)、かににぎり(1,100円)
　かにみそにぎり(1,100円）、かに巻(700円)
かに料理一品（料金は税別）
　かに酢(1,400円)、かに天婦羅(1,700円)など

KIITOS COFFEESTAND

ご注文は、直接各お店へお願いします。

メニューは一例です。詳細は、各お店にお問い合わせください。

＃takeoutにいはま



新居浜市 宮西町5-3
ＴＥＬ 47-8434

営業時間 17:00～
定 休 日 不定休(月1回程度休)
宅　　配 なし

新居浜市 庄内町2-2-88
ＴＥＬ 34-1928

営業時間 11:30～15:00
17:30～22:00

定 休 日 水曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.facebook.com/%E3%81%8D%E3%82%89%E3%81%8F%E4%BA%AD-1402016723408081/

新居浜市 松原町13-73
ＴＥＬ 41-7311

愛媛県産の野菜、魚類を使った弁当です。

営業時間 10:00～22:00
定 休 日 日曜日

宅　　配 なし（相談にのります）

新居浜市 滝の宮町2-28
ＴＥＬ 33-9889
営業時間 　　　11:30～15:00

　　　17:00～22:00
　　　11:30～22:00

定 休 日 月曜日
（祝日の場合は火曜日）

宅　　配 なし

新居浜市 高木町3-2
ＴＥＬ 34-2211 チキン南蛮、レモン添え

営業時間 10:00～18:00
定 休 日 無休
宅　　配 あり
Ｕ Ｒ Ｌ http://wpfuji.com/

写真

鉄板焼き ひびき

写真

・電話でご予約いただけると、受け取りが
　スムーズになります。

㈱グラッツェふじ

写真

(ご予約にて受付します)

幕の内弁当
　1,500円、2,000円、3,500円、5,000円(税抜)
うなぎ弁当
　2,000円、3,500円(税抜)

・すべて手作りなので、前日までに電話予約を
　お願いします。できるだけお店に取りに来て
　ください。
・クレジットカード使用可能です。
・法事、お祝い、会議でもお使いください。

焼そば（680円～）
豚玉（780円～）
鉄板焼き（730円～）

添加物不使用。
昆布と伊吹のいりこを使用した出汁、奥深い甘さ
と酸味の効いたブレンドソース。

ワンコインチキン南蛮弁当（500円：税込）

・令和2年4月・5月限定。
・平日は当日の電話予約OK(受付10:00～15:00）
・持ち帰り：最短で1時間後にお渡しできます。
・配達：最短で2時間後にお届けします。
・配達は5個以上のご予約をお願いします。
・持ち帰りは1個からご予約できます。

写真

・電話予約でお願いします。
・引き渡しは、11:00以降でお願いします。

きらく亭

写真

・テイクアウト10％引き中。

徳島の地鶏を使用しています。

お好み焼き、広島焼き、焼きそば、唐揚げ

ざっくばらん 手作り餃子(380円)、おつまみセット(500円)、
やきとり(350円)、ざっくばらん弁当(500円)、
チキン南蛮弁当(500円）

割烹 どんたく

ご注文は、直接各お店へお願いします。

メニューは一例です。詳細は、各お店にお問い合わせください。

＃takeoutにいはま

平日

土・日・祝日



新居浜市 一宮町2-2-23
ＴＥＬ 34-2798

営業時間 11:00～14:00
定 休 日 日曜日
宅　　配 なし

新居浜市 中萩町10-56
ＴＥＬ 41-1189
営業時間 　　　 11:30～14:00

　　   17:30～22:00
       17:30～21:00

定 休 日 月曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.instagram.com/fujifuku1986/

新居浜市 港町10-19
ＴＥＬ 34-4455

営業時間 8:30～18:00
定 休 日 日曜日・祝日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.akiduki.co.jp/

新居浜市 若水町1-7-11
ＴＥＬ 090-7628-6071

営業時間 月～土 17:30～25:00
日・祝 17:30～23:00

定 休 日 火曜日
宅　　配 なし

新居浜市 高木町2-114
アーバンコート高木1F

ＴＥＬ 34-9777
営業時間 ﾗﾝﾁ　 11:00～15:00

ﾃﾞｨﾅｰ 17:00～22:00
定 休 日 なし
宅　　配 あり
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.instagram.com/explore/tags/%E6%96%B0%E5%B1%85%E6%B5%9C%E3%83%A0%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%AC%E3%82%B9/?hl=ja

インド料理ムンバイパレス

・デリバリーは事業所のみです。
　個人宅には宅配できません。
・オードブルなどもあります。

海ぶね

写真

・電話でご予約いただけると、受け取りが
　スムーズになります。

食処 酒処 藤福

写真

・電話でのご予約をお願いします。
・土、日、祝日の昼は要予約です。
・paypay、クレジットカード使えます。
・LINE：藤福_fujifuku（@144nylwp）

秋月食品工業㈱

写真

・送料込みのお買い得セットあります。
・ホームページ更新中！
・paypay 使えます。

とり唐弁当（700円）
とり天弁当（700円）
天ぷら弁当（750円）

ごはんは、たきこみごはんです。

秋月のえび天（1枚：税込129円～）など

新居浜名産！豆腐の入ったフワフワなえび天。
各種ねり製品あります！

家呑みセット（2,160円：税込）
やきとりセット小（1,080円：税込）
昼まかない弁当（648円：税込）
巻き寿し（702円：税込）

秘伝のタレ使用、料理人が手がけたメニュー

日替わり晩酌セット（850円：税込）

全て季節のものを使い、手づくりのおばんざいです

・電話でご予約いただけると受け取りがスムー
　ズになります。
・電話に出られない場合は、メッセージをお願
　いします。
・その他、お持ち帰りができますので、お問い
　合わせください。

福ちゃん

写真

ハッピーランチ（1,050円：税込）
　　選べるカレー、ナン、サラダ、
　　タンドリー手羽先

インド人シェフが作る一番人気のランチ
写真

ご注文は、直接各お店へお願いします。

メニューは一例です。詳細は、各お店にお問い合わせください。

＃takeoutにいはま

火～金

土・日・祝日



新居浜市 若水町2-5-3
ＴＥＬ 35-2055

営業時間 8:00～15:00
定 休 日 水曜日
宅　　配 なし

新居浜市 泉池町8-4
ＴＥＬ 33-9441

営業時間 10:30～19:00
定 休 日 火曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ http://ichifuku1974.com/

新居浜市 繁本町7-1 山口ビル1Ｆ
ＴＥＬ 32-7317

営業時間 16:00～20:00
定 休 日 なし
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.shungyokazu.jp/

新居浜市 松原町8-44
ＴＥＬ 41-8299

営業時間 16:00～22:30
定 休 日 月曜日
宅　　配 なし

新居浜市 八雲町13-15
ＴＥＬ (昼)090-4501-6663

(夜)47-6661
営業時間 11:00～16:00、18:00～23:00

定 休 日 日曜日
宅　　配 あり
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.instagram.com/kintaro_cafe/?hl=ja https://www.instagram.com/kintaro2011/

アルパカ

・平日限定 アイスコーヒーサービス。
・電話でご予約いただけると、受け取りが
　スムーズになります。

いちふく

写真

・事前にお電話いただけると、スムーズに
　お渡しできます。
・あんみつやおもち以外にも、期間限定で
　ご飯物のメニュー等もお持ち帰り頂けます。

・ご予約、ご相談は電話にて承ります。
・電話受付は13:00～20:00となっております。
・他、持ち帰り商品はお問い合わせください。
・各種クレジットカード使えます。

とものぶ

写真

・電話でご予約いただけると受け取りがスムー
　ズになります。
・各種クレジットカード、paypayなど各種電子
　マネー使えます。

旬魚旬一(しゅんぎょかず）

写真

「旬の季膳(しゅんのきぜん)弁当」は、弊店の料
理の凝縮版として四季折々に海・山とも旬の食材
が数多く味わえる様、工夫を重ねたものです。
他、お刺身の盛り合わせ2,500円(税込)も承りま
す。

ナポリタン（750円）、カレー（750円）
ミックスサンド（650円）　※全て税込

創業以来人気のホットサンドに加え、
あまからカレー、ナポリタンは絶品

旬の季膳弁当（5,000円：税込）

写真

あんみつ(550円)、みたらし団子(500円)、
あべかわもち(550円)、ツナもち(650円)ほか
　※全て税込

国産の食材を使い、毎朝手作りしています。
添加物不使用なので、安心して召し上がって
いただけます。

うな重（2,500円）
オードブル（5,000円～）

40年以上継ぎ足しのタレを使用。
全て手作り。

焼き鳥ダイニング金太郎
Kintaro café

唐揚弁当（650円）
カスクートサンド弁当（650円）
オードブル（4,000円、5,000円、7,000円）
　※価格は全て税込

・ＳＮＳのコメントからも注文ＯＫ。
・電話で事前にご予約いただけると、
　大変ありがたいです。

写真

ご注文は、直接各お店へお願いします。

メニューは一例です。詳細は、各お店にお問い合わせください。

＃takeoutにいはま



新居浜市 喜光地町1-10-62
ＴＥＬ 41-8581

営業時間 月～金 11:00～20:00
土・日 10:00～20:00

定 休 日 火曜日
宅　　配 なし

新居浜市 若水町1-3-14
ＴＥＬ 34-2255

営業時間 17:00～23:00
定 休 日 日曜日(月の場合有)
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.facebook.com/umezato

https://www.instagram.com/umezato_niihama/?hl=ja

新居浜市 喜光地町2-4-2
ＴＥＬ 40-9030
営業時間

月～木 11:00～15:00、18:00～22:00

金・土 11:00～15:00、18:00～23:00

定 休 日 日曜日、祝日のランチ
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.facebook.com/banzaiminezy/

新居浜市 田所町3-1
ＴＥＬ 090-9770-3588

営業時間 昼 11:00～14:00
夜 18:00～20:00

定 休 日 木曜日・祝日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.instagram.com/gyouza_minoru/?igshid=1745dpg6fcmdd

新居浜市 坂井町3-16-22
ＴＥＬ 40-5775

営業時間 昼 11:30～13:00
夜 18:00～20:00

定 休 日 木曜日
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.instagram.com/hanazannsho/?hl=ja

餃子 みのる

写真

・電話でのご予約で、受け取りがスムーズに
　なります。

わだち

写真

・事前に電話でご予約いただけると、スムーズ
　です。
・お好みの個数を受け取れます。
・paypay使えます。

うめざと

写真

・paypay使えます。
・電話で予約いただくと待たずに受け取れます。

種類豊富！
全品、定価から100円引き！

日替弁当、からあげ、トンカツ、
オムライス、たこ焼き

愛媛県産のお米使用

季節料理 花山椒

写真

・前日までの注文でテイクアウトの準備を
　させていただきます。
・paypay利用可能です。
・お電話でのご注文でスムーズになります。

いただきまんまバンザイミネジィ

写真

焼鳥丼、生姜焼き丼、ピリ辛ちーず焼き、
オードブル、単品各種 など

お弁当各種（800円～：税込）

味とボリューム・お店の味をご家庭でも

・お弁当1コにつき、お茶1本プレゼント
　（なくなり次第終了）
・家呑みセット1コにつき、おばんざい2コ
　プレゼント
・キャッシュレス各種対応
・当日ＯＫ
・ごはん無し弁当700円～

昼：餃子弁当（600円～）
夜：焼餃子　（700円～）

餃子は全部で4種類。
それぞれの美味しさを楽しんでください。

天重、うな重

土鍋で炊き上げたごはんと、それぞれの料理を
施した食材

ご注文は、直接各お店へお願いします。

メニューは一例です。詳細は、各お店にお問い合わせください。

＃takeoutにいはま



新居浜市 若水町1-9-8
ＴＥＬ 32-3231

こだわりの食パンと厚焼き玉子のコラボバッチリ

営業時間 17:00～22:00
定 休 日 不定休
宅　　配 なし
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.instagram.com/hanaurara0505/

花うらら

写真

海鮮グラタン（1,000円：税込）
大きな玉子入り太巻き寿し（600円：税込）
たまごサンド（600円：税込）

・事前予約お願いします。
・電話いつでもＯＫ！
・オードブル、お弁当ご予算に応じて承ります。
　（前日予約）
・paypay、カード使えます。

ご注文は、直接各お店へお願いします。

メニューは一例です。詳細は、各お店にお問い合わせください。

＃takeoutにいはま


