
No. カテゴリー 企業・店舗名称 ホームページアドレス 電話番号 店舗所在地 特典

1 買う (株）増田たたみ店 http://masuda-tatami.com/ 099-247-1693 東坂元4丁目22番38号 襖・障子張替5％ｏｆｆ、畳・内装リフォーム10％ｏｆｆ

2 買う Light Label　アミュプラザ鹿児島店 https://www.lightlabel.net 099-297-6640 中央町1-1　アミュプラザ鹿児島　本館1F レンズオプションプレゼント

3 買う Light Label　センテラス天文館店 https://www.lightlabel.net 099-224-1020 千日町1-1　センテラス天文館3F レンズオプションプレゼント

4 買う Ｒｉｎｇ－Ｗａｙ https://ring-way.jp 099-296-8199 新栄町９番１号　サンキュー新栄店１Ｆ ジュエリー洗浄サービス

5 買う 鹿児島中央補聴器 https://kagoshima-ch.com 099-230-0333 西田1丁目15-6　GINYA・BLD 補聴器購入時、５％割引

6 買う
株式会社　グルメ・スタジアム  JR鹿児島中央駅えき
マチ1丁目鹿児島店「旬鮮館」 http://www.meatclub.co.jp 099-298-1129

中央町1番地1　ＪＲ鹿児島中央駅構内2
Ｆ

店頭精肉ギフト５％割引

7 買う
株式会社　グルメ・スタジアム
易居町本店「MEAT倶楽部」 http://www.meatclub.co.jp 099-222-5450 易居町７番７号 ３０００円(税別)以上お買い上げの方に、黒牛カレー１箱プレゼント

8 買う 健康と癒しの雑貨店「ローズマリー」 http://rosemarie.chesuto.jp/ 090-9471-8531 鴨池新町28番6号102号 雑貨、手作り品等店内全品2割引、喫茶2割引

9 買う 光学堂　イオン鹿児島鴨池店 http://kogakudo.net 099-258-8820 鴨池2丁目26番30号　イオン鹿児島鴨池店1F
メガネ一式１０％割引、補聴器10％割引（一部商品を除
く）

10 買う 光学堂　イオンモール鹿児島店 http://kogakudo.net 099-204-7005 東開町7番地　イオンモール鹿児島2F
メガネ一式１０％割引、補聴器10％割引（一部商品を除
く）

11 買う 光学堂　伊敷店 http://kogakudo.net 099-229-3550 下伊敷1丁目42番40号
メガネ一式１０％割引、補聴器10％割引（一部商品を除
く）

12 買う 光学堂　和田店 http://kogakudo.net 099-267-5248 谷山中央5丁目29番20号
メガネ一式１０％割引、補聴器10％割引（一部商品を除
く）

13 買う ココは体に優しい自然が一杯　ココ・ナチュール http://sora.online 099-814-3156 城西1丁目4番8号　１F ポイントサービス、情報紙提供

14 買う こだわり食と発酵食の店　からいも http://sora.online 099-204-0731 城西1丁目4番8号　２F ポイントサービス、情報紙提供

15 買う 太陽熱温水器（株） http://www.e-solar.jp 099-281-0039 西別府町2941番地40
お買上げ額10万円以上につき、全商品1万円キャッシュ
バック

16 買う 光学堂　銀座本店 http://kogakudo.net 099-226-6233 千日町13番18号　光学堂本社ビル1F
メガネ一式１０％割引、補聴器10％割引（一部商品を除
く）

17 買う 光学堂　中町店 http://kogakudo.net 099-223-6920 中町2番13号　中園ビル1F
メガネ一式１０％割引、補聴器10％割引（一部商品を除
く）

18 買う 有限会社　平塚商会　メガネのふじ http:// www.meganenofuji.com/top/ 099-254-8640 西田2丁目7番21号　朝稲ビル1F オリジナルメガネ拭きプレゼント

19 買う 洋服の青山　鹿児島宇宿店 http://www.y-aoyama-shouji.co.jp/ 099-258-6336 宇宿2丁目3番28号 店内全商品割引後価格より10％OFF

20 買う 洋服の青山　天文館店 http://www.y-aoyama-shouji.co.jp/ 099-227-7697 東千石町11番13号 店内全商品割引後価格より10％OFF

21 買う
洋服の青山　フレスポジャングルパーク
店

http://www.y-aoyama-shouji.co.jp/ 099-255-7123
与次郎1丁目11番1号　フレスポジャン
グルパーク１F

店内全商品割引後価格より10％OFF

22 その他 (株）リーチ開発 https://www.ri-chikaihatsu.jp 099-248-1710 春日町7番14号 トクホのお茶プレゼント
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23 その他 POLA Elnath　吉野店 https://www.pola.co.jp 099-295-4603 吉野町2229番地9　ホワイトグロリアス103号
ハンドトリートメント10分サービス、お肌の健康診断サー
ビス

24 その他 POLA　THE　BEAUTY　アクロスプラザ与次郎店 099-204-0478 与次郎1丁目7番20号　アクロスプラザ与次郎1F
気・血・水　バランスチャート診断無料サービス、健康ドリ
ンクサービス

25 その他
アイエスアカデミー（アイエス通訳システ
ムズ内）

http://www.ists.jp 099-227-5173 大黒町4番1号　2Ｆ
入会金3,000円割引
見学1回無料（要予約、詳細はお問い合わせください）

26 その他 いおワールドかごしま水族館 http://ioworld.jp 099-226-2233 本港新町3番地1
総合案内所で選べるオリジナルグッズプレゼント（1日に
つきお1つまで）

27 その他 医療法人幸誠会高見馬場歯科 https://dental.takamibaba.jp 099-227-0118 西千石町11-30富士火災ビル１階
AGEｓ測定（￥500）、体組成計測定（￥1,530）をクーポン
をお持ちの方は半額に。

28 その他 ウエルネス学習トレーニングセンター wellness-dream.com 099-204-9836 西田2丁目28番8号　4階 超作文講座(3回×1時間)受講券(4800円相当)

29 その他 株式会社　NKC　ピュアタウン薬局 http://puretown.co.jp 099-230-0306 武岡1丁目121番15号 健康相談、栄養相談、しょうが湯サービス

30 その他 株式会社　南和産業 https://mente.co.jp 099-210-0353 東開町3番地166 清掃用品５％引き

31 その他 株式会社　ニチガスサービス http://www.nichigas-s.co.jp/ 099-260-3055 谷山中央6丁目48番16号 細野の天然水（550ml）1本プレゼント

32 その他 株式会社　英 https://www.k-hanabusa.jp 099-214-3050 荒田2丁目76番13号
ハウスクリーニング、エアコン洗浄、クロス張替、設備修
理、電球交換、草刈等　全て10％オフ

33 その他 株式会社CTD https://www.ctd-co.com 099-253-8355 鴨池新町5-6鹿児島県プロパンガス会館602

サージカルマスクお一人様１箱プレゼント
※先着100名様分限定（定員になり次第、配布終了とな
ります。配布定員状況に関してはお問合せいただけれ
ば幸いです。）
※お渡し可能な日時　　平日10：00～16：00

34 その他 からだ・はうす　オプシア店 http://k-opsia.com 099-259-1126 宇宿2丁目3番5号　オプシアミスミ2F 施術料金合計より300円引き

35 その他 グリーンファーム　鹿児島市観光農業公園 https://kankonogyo-park.jp/ 099-345-3337 喜入一倉町5809番地97 収穫体験1口無料（200円までの体験）

36 その他 元気ショップ真砂 http://www.k-and-t.net/ 099-213-5220 真砂町86番9号　辻ビル１F ①ドリンクサービス　②無料体験

37 その他 こうえん薬局 099-244-5979 吉野一丁目9番21号 オリジナルグッズと減塩だしの素プレゼント

38 その他 合同会社　mcommune(エムコミューン） http://mcommune.com 099-226-7757
新照院町21番8号　ラフィーネ新照院２
F(101)

ロボット教室体験会500円が無料

39 その他 シルキー薬局 http://silky-pha.com 099-297-4541 荒田2丁目43番8号100 減塩だしの素、ウレシオ（減塩の塩）プレゼント

40 その他 セオ薬局　いづろ店 http://www.kanpouyaku.co.jp 099-225-2001 金生町7番地10号 店頭にてドリンク試飲　火曜日ポイント2倍

41 その他 ティエラ（tierra） http://tierra-marea.com 099-224-5005 船津町3番9号
オリジナルグッズプレゼント、施術時間延長10分、温熱
ベッド無料体験

42 その他 天文館シネマパラダイス http://tenpara.com/ 099-216-8833 東千石町19番1号　LAZO表参道3F 映画ご鑑賞のお客様　コンセッション（売店）で50円引き
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43 その他 長島美術館 https://www.ngp.jp/nagashima-museum 099‐250-5400 武3-42-18

入館料割引　※シニア（65歳以上）除く
一般1,000円⇒800円
大学生・高校生800円⇒640円
中学生・小学生400円⇒320円

44 その他 ハートフル福祉サービス（株） 099-296-9925 唐湊4丁目6番14号 ドリンクサービス

45 その他 花コミュ　ナズナ https://nazuna-flower.com 099－286－5077 上之園町14番地3　102 切花（花束・アレンジ）鉢物、お持ち帰りに限り20％引

46 その他 はなのゆ薬局 facebook.com/hananoyu.pharmacy 099-295-0400 吉野1丁目41番6号 ドリンク1本無料

47 その他 平川動物公園 http//hirakawazoo.jp/ 099‐261‐2326 平川町5669番地1 食堂下おみやげ売店にてオリジナルグッズプレゼント

48 その他 ファイテンショップ　鹿児島天文館店 http://www.phiten.com/ 099‐805‐1935 金生町７番８号　金生町ビル１Ｆ
ソラーチ１ヶ月フリーパス  ※ソラーチとは、「中足骨」マッサージで足裏
のアーチを整えるマッサージ器です。

49 その他 福祉生活協同組合むぎのめ https://muginome.jp 099-248-7314 吉野２丁目３８番１３号 健康相談

50 その他 ホワイト理容センター white-center16.com 099-226-0107 新屋敷町16番120A公社ビル１F 全種目10％割引

51 その他 まるじゅう整骨院 http://profile.ameba.jp/marujuuseikotuin 099-250-5550 真砂本町40番6号 実費治療　矯正500円⇒300円

52 その他 南日本薬剤センター薬局　上荒田店 http://www373pc.co.jp 099-204-9360 上荒田町26番19号　きくぞう１F オリジナルグッズプレゼント

53 その他 南日本薬剤センター薬局　鴨池新町店 http://www373pc.co.jp 099-297-4050 鴨池新町5番地8号1F オリジナルグッズプレゼント

54 その他 南日本薬剤センター薬局　きよみ橋店 http//www.373pc.cojp 099-267-0668 小松原2丁目35番8号 オリジナルグッズプレゼント

55 その他 南日本薬剤センター薬局　坂之上店 http://www373pc.co.jp 099-284-6373 坂之上2丁目14番12号 オリジナルグッズプレゼント

56 その他 南日本薬剤センター薬局　慈眼寺店 www.373pc.co.jp/store/jiganji 099-267-0871 谷山中央5丁目17番5号 オリジナルグッズプレゼント

57 その他 南日本薬剤センター薬局　中山店 http://www373pc.co.jp 099-284-7881 山田町739番地 オリジナルグッズプレゼント

58 その他 南日本薬剤センター薬局　本店 http://www373pc.co.jp 099-267-4365 谷山中央5丁目15番1号 オリジナルグッズプレゼント

59 その他 南日本薬剤センター薬局　紫原店 http://www373pc.co.jp 099-297-6851 紫原3丁目33番8号 オリジナルグッズプレゼント

60 その他 南日本薬剤センター薬局　吉野店 http://www373pc.co.jp 099-210-7650 吉野町2381番地4 オリジナルグッズプレゼント

61 その他 みなみの薬局 https://minamino-pharmacy.jp 099-225-0003 長田町15番8号 健康食品等陳列商品割引提供、ドリンクサービス

62 その他 メテオスポーツプラザスーパードーム https://meteo-sportsplaza.com 099-260-3388 南栄1-8
バッティング４ゲームカード１０％OFF（１ゲーム２４球×４
回）

63 その他 有限会社　輝広 kanban-kiko.com 099-226-7979 新町4番17号 オリジナルグッズプレゼント
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64 その他 ゆうゆう薬局　宇宿店 http://www.pharmacom.jp 099-286-6535 宇宿3丁目41番24号
健康相談・介護相談(もっちり麦のサンプルプレゼントあ
り)

65 その他 辻之堂薬局 099-263-5885 谷山中央7丁目２番２号
①隣接するカフェで利用できるドリンク券を配布
②健康相談・栄養相談

66 食べる GRoom http://grc.co.jp 099-295-0593 山之口町1番10号　中央ビル1F スペシャルティコーヒー　100円引き

67 食べる 石窯パン工房パラッソ https://kk-misumi.jp/ 099-218-3339 伊敷台5丁目23-1 税込800円以上お買い上げで100円割引

68 食べる 鹿児島サンロイヤルホテル http://www.sunroyal.co.jp 099-253-2020 与次郎1丁目8番10号
レストラン利用時１０％割引（他割引との併用はできませ
ん）

69 食べる 株式会社　誠晃　caféさんくす https://seikou2139.wixsite.com/café-thanks 099-230-0190 南栄5丁目10番地38 caféさんくすにてワンドリンクサービス

70 食べる カレーテリア沙羅（株） www.sara-kagoshima.com 099-298-3866 郡山町2292番地 ドリンクサービス

71 食べる 川路ぶどう園　第1 kawazi.com 099-238-0130 鹿児島市犬迫町８９３６番地
お買い上げ価格により値引きあり。※適用時期や値引き
価格は毎年変更あり。詳細は店舗にお問い合わせくださ
い。

72 食べる 川路ぶどう園　第2 kawazi.com 099-238-0130 鹿児島市小野町４７９１番地
お買い上げ価格により値引きあり。※適用時期や値引き
価格は毎年変更あり。詳細は店舗にお問い合わせくださ
い。

73 食べる 黒豚しゃぶ鍋　八幡 hachiman0088.jp 099-813-0088 中央町2番地4－2F
鍋の注文に限り、しゃぶ肉一皿プレゼント（クーポン・
サービス商品等併用不可）

74 食べる さつま酒販店　和総 https://www.wasou.co 099-295-6655 東千石町11番13号7-17ニイムラビル１F ワンドリンクサービス

75 食べる 三平らーめん　照国本店 http://kuromiso.com 099-210-7888 照国町15番13号 もやしまたは生玉子１つサービス

76 食べる シェイク＆ハート 099-206-3188 原良1丁目15番1号 1F シフォンケーキサービス

77 食べる 自然食のＭＯＡレストラン http://www.inter.moanet.co.jp/ 099-268-7578 東開町5番地2 お食事の際にオーガニックコーヒー１杯プレゼント

78 食べる シュシュクレープ&カフェ 099-814-7611 与次郎1丁目7番20号　アクロスプラザ与次郎 ドリンクサービス

79 食べる 城山ホテル鹿児島 www.shiroyama-g.co.jp 099-227-3022 新照院町41番1号 メゾンドファブール　ベーカリー商品50円引き

80 食べる
手作りカレー・ハヤシ専門店　フレンド＆
バード

099-226-7999 名山町5番5号　田代ビル１F 全商品１００円引き（店内のみ）

81 食べる ともちゃん家 080-6472-4213 千日町13番2号　４F ワンドリンクサービス、スイーツ１品提供等

82 食べる 農家レストランたわわ http://www.tawawatown.jp/tenant/oishii-wa/restaurant_tawawa 099-230-7738 西谷山1丁目5番3号
平日のバイキング利用時間ランチ通常70分を90分利用
可、ディナー通常90分を120分利用可

83 食べる ベトナム料理　香香 facebook.com/ベトナム料理香香 099-255-0468 中央町1番地11　1F ベトナムの国民茶「蓮茶」サービス

84 食べる ホテル・レクストン鹿児島 http://nisikawa.net 099-222-0505 山之口町４番２０号

①料亭　竹千代本館（お食事の際ワンドリンクサービス）
②ダイニング皇（ランチ限定アフタードリンクサービス）
③料亭　竹千代仕出し部（お弁当1個につきお茶1本
サービス）
④想咲鉄板薩摩（デザート＆コーヒーサービスorドリンク
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85 食べる ホテル吹上荘 http://www.fukiagesou.jp/ 099-224-3500 照国町18番15号
レストラン花音でお食事された方限定、ソフトドリンク１杯
無料

86 食べる マザーズクレープ&カフェ 099-259-0121 宇宿2丁目3番5号　オプシアミスミ2F ドリンクサービス

87 食べる 民宿　薩摩地鶏　絆 099-837-0716 平川町4863番地 コーヒー・ドリンクサービス

88 食べる 焼肉なべしま  中央駅西口店 www.nabeshima-jp.com 099-259-2989 西田2丁目21番3号 お食事の際、ワンドリンクサービス

89 食べる 焼肉なべしま　ＮＣサンプラザ店 www.nabeshima-jp.com 099-225-8929 東千石町2番30号　4F お食事の際、ワンドリンクサービス

90 食べる 焼肉なべしま　伊敷店 www.nabeshima-jp.com 099-220-2989 下伊敷1丁目38番2号 お食事の際、ワンドリンクサービス

91 食べる 焼肉なべしま　宇宿店 www.nabeshima-jp.com 099-252-8929 宇宿3丁目17番3号 お食事の際、ワンドリンクサービス

92 食べる 焼肉なべしま　鹿駅ベイサイド店 www.nabeshima-jp.com 099-239-8880 浜町2番1号 お食事の際、ワンドリンクサービス

93 食べる 焼肉なべしま　薩摩ホルモン舗 www.nabeshima-jp.com 099-206-0429 西田2丁目21番1号 お食事の際、ワンドリンクサービス

94 食べる 焼肉なべしま　中山店 www.nabeshima-jp.com 099-260-2989 中山2丁目44番1号 お食事の際、ワンドリンクサービス

95 食べる 焼肉なべしま　天文館店 www.nabeshima-jp.com 099-223-2550 千日町8番8号 お食事の際、ワンドリンクサービス

96 食べる 焼肉なべしま　七ツ島シーサイドパーク店 www.nabeshima-jp.com 099-262-2941 下福元町6721番地8 お食事の際、ワンドリンクサービス

97 食べる 焼肉なべしま　吉野店 www.nabeshima-jp.com 099-244-8929 吉野町1503番地1 お食事の際、ワンドリンクサービス

98 食べる 焼肉なべしま　与次郎本店 www.nabeshima-jp.com 099-255-8929 与次郎1丁目9番53号 お食事の際、ワンドリンクサービス

99 食べる 山形屋食堂（山形屋１号館７階） http://www.yamakataya.co.jp 099-227-6327 金生町3番1号
お食事の際にソフトドリンク１杯サービス（アルコール類は除く）
※ただし、税込700円以上ご注文のお客様に限ります。

100 食べる らさら　荒田本店 http://www.shimo.co.jp 099-250-2338 荒田1丁目38番10号 来店時ティーバッグ１個プレゼント

101 食べる リビザ５ http://www.anniversal.com/livithe5/ 099-227-3181 千日町8番14号　1F 飲食された方へデザートサービス

102 フィットネス Ｃurves　Ａコープいしき http://www.curves.co.jp/ 099‐295‐3295 伊敷台2丁目27番2号　Ａｺｰﾌﾟいしき2F

体験無料+入会金大幅割引
(初回来店時にご入会の場合）

※女性専用の体操教室です。
※動きやすい格好と内履きをお持ちください。
※継続利用をする際の割引特典や入会についても
　ご案内させていただきます。



No. カテゴリー 企業・店舗名称 ホームページアドレス 電話番号 店舗所在地 特典

103 フィットネス Ｃurves　Ａコープ桜ヶ丘 http://www.curves.co.jp/ 099‐204‐9939 桜ヶ丘4丁目1番地13　Ａｺｰﾌﾟ桜ヶ丘2F

体験無料+入会金大幅割引
(初回来店時にご入会の場合）

※女性専用の体操教室です。
※動きやすい格好と内履きをお持ちください。
※継続利用をする際の割引特典や入会についても
　ご案内させていただきます。

104 フィットネス Ｃurves　シーサイド小川 http://www.curves.co.jp/ 099‐248‐7855 小川町21番1号

体験無料+入会金大幅割引
(初回来店時にご入会の場合）

※女性専用の体操教室です。
※動きやすい格好と内履きをお持ちください。
※継続利用をする際の割引特典や入会についても
　ご案内させていただきます。

105 フィットネス Ｃurves　たわわタウン谷山 http://www.curves.co.jp/ 099‐204‐0811 西谷山1丁目5番1号

体験無料+入会金大幅割引
(初回来店時にご入会の場合）

※女性専用の体操教室です。
※動きやすい格好と内履きをお持ちください。
※継続利用をする際の割引特典や入会についても
　ご案内させていただきます。

106 フィットネス Ｃurves　ピュアタウン武岡 http://www.curves.co.jp/ 099‐283‐0306 武岡1丁目115番4号　武岡ﾋﾟｭｱﾀｳﾝ内

体験無料+入会金大幅割引
(初回来店時にご入会の場合）

※女性専用の体操教室です。
※動きやすい格好と内履きをお持ちください。
※継続利用をする際の割引特典や入会についても
　ご案内させていただきます。

107 フィットネス Ｃurves　鹿児島吉野 http://www.curves.co.jp/ 099‐295‐3939 吉野1丁目12番23号

体験無料+入会金大幅割引
(初回来店時にご入会の場合）

※女性専用の体操教室です。
※動きやすい格好と内履きをお持ちください。
※継続利用をする際の割引特典や入会についても
　ご案内させていただきます。

108 フィットネス Ｃurves　鹿児島荒田 http://www.curves.co.jp/ 099-258-0108 下荒田1丁目20番4号　みちよﾋﾞﾙ2F

体験無料+入会金大幅割引
(初回来店時にご入会の場合）

※女性専用の体操教室です。
※動きやすい格好と内履きをお持ちください。
※継続利用をする際の割引特典や入会についても
　ご案内させていただきます。

109 フィットネス JOYFIT２４鹿児島天文館 http://joyfit.jp/tenmonkan/ 099-219-9050 東千石町1番30号 １回体験無料

110 フィットネス JOYFｉT２４真砂本町 http://joyfit.jp/masagohonmachi/ 099-252-0321 真砂本町3番8号 入会金無料



No. カテゴリー 企業・店舗名称 ホームページアドレス 電話番号 店舗所在地 特典

111 フィットネス 'oli（オリ） https://oli.amebaownd.com/ 090-2852-2355 下荒田２丁目１－１サンプラス荒田２階
①AIからだ分析1項目500円（姿勢or歩行）
②パーソナルトレーニング1回4,000円⇒2,980円

112 フィットネス THERMY　サーミ― https://www.thermy-official.com 廃止 荒田1丁目16番7号　e-terrace904
無料カウンセリング＋無料体験＋入会金半額(通常2万
円)※事前予約と健診受診証明(トク得クーポン)が必要。

113 フィットネス アーバンウェルネスクラブエルグ http://erg-sports.co.jp/ 099-227-0202 城南町7番8号
施設無料体験（体組成測定＋インストラクターによるアド
バイス）

114 フィットネス アストリア　ダンス＆ウエルネス　スタジオ www.astoriaballroom.com 050-6874-2138 上荒田町２３−１６　２F 体験200円割引（要予約）

115 フィットネス
医療法人仁愛会　メディカルフィットネス
ラルゴ

http://largo.jinaikai.com/ 099-230-0067 新栄町2番地7
体脂肪や筋肉量がわかる体組成の測定および説明（要予約）
※お1人様につき1回無料

116 フィットネス コンディショニングジムTRY ※作成中です 099-248-9519 大黒町1番3号　ブラザー鹿児島ビル6F 体験無料＋入会金無料

117 フィットネス ジェルスポーツクラブ鹿児島 http://jl-sports.info/ 099-282-7655 明和1丁目25番　ファミリープラザめいわ２F 調圧ドーム体験無料＋1回無料チケットプレゼント

118 フィットネス セイカスポーツクラブ　アミュプラザ店 099-255-4051 中央町1番地1 入会金０円

119 フィットネス セイカスポーツクラブ　宇宿店 099-255-4650 宇宿2丁目18番27号 入会金０円

120 フィットネス ダンススタジオDA・DA 099-222-6454 東千石町3番41号　キャパルボ204号 入会金半額

121 フィットネス 舞踊スタジオ　ブブ（日舞＆フラメンコ） 090-1162-2741 荒田一丁目40-10-3F　彩美社ビル
体験料500円⇒無料体験（事前に必ずご連絡ください。
対応可能な日程を伝えます。）

122 フィットネス 本田ボールルームダンススクール 099-250-2650 鴨池2丁目30番1号　本田ビル２Ｆ
(社交ダンス教室)入会金3300円無料、個人レッスンまた
はグループレッスンの無料体験可

2023/2/24時点


