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事業者名 スギサポ deli（株式会社 スギ薬局）
所在地 スギサポ事務局　東京都中央区築地1-13-1　銀座松竹スクエア9階
電話番号 0120−540−536
受付時間 10時00分〜17時00分（土日祝を除く）
配達日 毎日

配達を行わない日 無
配達時間帯 配達時間指定可
配達形態 冷凍
容器 使い捨て容器

配達方法 宅配便
注文単位 6食または7食単位
支払 支払方法：現金　　支払回数：都度払い

配達地域 柏市内全域
安否確認 無

その他
・�初回購入時は送料が無料になります！
��2回目以降のご購入は送料として税込917円が発生いたします。
・お支払方法は、商品代引で手数料（税込330円〜）が発生いたします。
・カタログをご希望の方は、遠慮なくご連絡ください。

メニュー
メニュー名 税込価格

① 塩分カロリー調整食　７食セット
例鶏唐揚げと野菜の黒酢あんかけ 4,762円

② たんぱく調整食　７食セット
例とんかつの玉子あんかけ 4,762円

③ やわらか食　６食セット
例かれいの煮つけ 4,082円

④ 健康うどん　６食セット
例肉野菜うどん 3,240円

⑤ 健康ラーメン　６食セット
例野菜味噌ラーメン 3,240円

⑥ 具だくさん食べるスープ　７食セット
例６種野菜と鶏肉のまろやか豆乳スープ 3,008円

ごはんの種類 無し (おかずのみ )
えん下食 やわらか食
治療食 塩分カロリー調整食・たんぱく調整食

アレルギー対応 不可

＜PR＞
・管理栄養士監修のバランスの整った食事です。
・電話注文の際、お客様に合った商品をご案内
いたします。

・冷凍なので長期保存もでき、いつでも好きな
タイミングで召し上がれます！

・冷凍の食事・塩分を控えたとは思えない美味
しさです！

　是非お試しください！

塩分カロリー調整食（鶏唐揚げと野菜の黒酢あんかけ）

たんぱく調整食（とんかつの玉子あんかけ）

やわらか食（かれいの煮つけ）

健康うどん（肉野菜うどん）

※写真はイメージです
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事業者名 食楽膳（SOMPOケアフーズ株式会社）
所在地 東京都品川区東品川4-12-8�品川シーサイドイーストタワー
電話番号 0120-640-407
受付時間 9時00分〜15時00分
配達日 毎日

配達を行わない日 無
配達時間帯 配達時間指定可(ヤマト運輸)
配達形態 冷凍
容器 使い捨て容器

配達方法 宅配便
注文単位 １食単位
支払 支払方法：現金・銀行振込　　支払回数：都度払い

配達地域 柏市内全域
安否確認 無

その他
・合計購入金額が税込5,500円未満の場合、送料1,370円が別途発生します。
・お支払方法が代金引換の場合、手数料が330円発生します。
・メニュー一覧に掲載のない商品も多数ございます。遠慮なくお電話ください。

メニュー
メニュー名 税込価格

① ハンバーグデミグラスソース 340円

② 牛肉のすき煮 340円

③ メンチカツ 340円

④ 麻婆豆腐 340円

⑤ サバの味噌煮 340円

⑥ 赤魚の煮付け 340円

⑦ ちゃんぽん 340円

ごはんの種類 普通・おにぎり・パン

えん下食
ムース食・ミキサー食・ソフト
食(普通食とムース食の中間)

治療食 無
アレルギー対応 不可

＜PR＞
・冷凍なので衛生的！調理は全て電子レンジ対
応しております。

・丁度良い食べきりサイズのお惣菜です。
・管理栄養士監修の栄養バランスの整った食事
です。

・お試しキャンペーン実施中！内容は期間によ
り変更になりますので、お気軽にお問い合わ
せください。

是非この機会に『食楽膳』をお試し下さい。

※写真はイメージです

ハンバーグデミグラスソース

牛肉のすき煮

サバの味噌煮

ちゃんぽん
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事業者名 生活協同組合パルシステム千葉　柏センター
所在地 千葉県柏市若柴330

電話番号 0120−660−788 (パルシステム千葉　夕食宅配受付センター)
受付時間 10時00分〜18時30分
配達日 月〜金曜日

配達を行わない日 年末年始(別途お知らせ)
配達時間帯 夕食
配達形態 冷蔵・冷凍(ヘルスケアおかずセットのみ)
容器 回収容器・使い捨て容器(ボリューム弁当・ヘルスケアおかずセット)

配達方法 手渡し・通い箱・宅配便(ヘルスケアおかずセットのみ)

注文単位 月曜〜金曜で週3日もしくは週5日注文
ヘルスケアおかずセットは5食1セットで週1回(月曜)のお届け

支払 支払方法：口座引落し　　支払回数：月払い
配達地域 柏市内全域

安否確認

安否確認サービスに同意された方は、お届け時に屋外から判断できる範囲で安否の
確認を行います。緊急連絡先をご登録いただいた方は、前回お届けした商品が手付か
ずだった場合には、緊急連絡先にご連絡します。なお、お届けした商品が2回連続で手
付かずであり、緊急連絡先に速やかに連絡がとれない場合には、行政、警察または住
宅管理会社へ連絡します（緊急連絡先の登録の有無問わず）。

その他 ・ご利用にはパルシステム千葉へのご加入が必要となります。
・ご加入時に1,000円の出資金をお預かりします(退会時ご返金)。

メニュー
メニュー名 税込価格

① おかずタイプ 611円
② ごはん付きタイプ 571円
③ こだわり御膳 750円
④ ボリューム弁当 680円

⑤ 低糖質おかずセット
（５食１セット） 3,607 円

⑥ 減塩おかずセット
（５食１セット） 3,607 円

ごはんの種類 普通
えん下食 無
治療食 無

アレルギー対応 不可

＜ PR ＞
管理栄養士が栄養バランスやカロリー、塩分を管
理したメニューを日替わりでお届けします。糖質
を抑えたい方や塩分を控えたい方の声に応えた新
商品「ヘルスケアおかずセット」（冷凍、クール
宅急便でお届け）を2021年10月に発売しました。

おかずタイプ

ごはん付きタイプ

低糖質おかずセット

こだわり御膳

※写真はイメージです
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事業者名 けんたくん  我孫子店
所在地 我孫子市天王台3−1−5
電話番号 0120−916−267
受付時間 9時00分〜18時00分
配達日 月・水・金(応相談)

配達を行わない日 日曜日
配達時間帯 午前または午後（応相談）
配達形態 冷凍
容器 使い捨て容器

配達方法 手渡し(保冷ボックスにて留守置き可)
注文単位 1週間で2食以上
支払 支払方法：現金　　支払回数：月払い

配達地域 柏市内全域
安否確認 無

その他
・お試しセット(7食セットを6食分の価格で販売)
・ご試食あります。

メニュー
メニュー名 税込価格

① ひまわり御膳（普通食） 580円

② すみれ御膳
（エネルギーコントロール食） 770円

③ すずらん御膳（減塩食） 770円

④ れんげ御膳（低たんぱく食） 860円

ごはんの種類 無し(おかずのみ)
えん下食 無

治療食 カロリー調整食・減塩食
たんぱく調整食

アレルギー対応 不可

＜ PR ＞
・『けんたくん』は、いつまでも若く、美しく、
健康な身体を維持したいあなたにぴったりの
安心・安全に配慮したお食事です。

・経験豊富な管理栄養士のもと、素材にこだわった
豊富なメニューで毎日の健康をお届けします。

・糖尿病・高血圧・心臓病・腎臓食などのお食
事でお困りの方、ぜひお問い合わせください。

ひまわり御膳

すみれ御膳

すずらん御膳

れんげ御膳
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事業者名 宅配cook123  北総店
所在地 千葉県我孫子市都1−17
電話番号 04−7193−8901
受付時間 9時00分〜18時00分
配達日 毎日

配達を行わない日 無
配達時間帯 昼食・夕食(夕食で朝食分(パンセットなど)を同時配達可能)
配達形態 常温
容器 回収容器・使い捨て容器(選択可能)

配達方法 手渡し
注文単位 １食から不定期で可能

支払 支払方法：現金・銀行振込・口座引落し
支払回数：月払い（都度払い・週払いは応相談）

配達地域 柏市内全域

安否確認 配達時に不在の場合や、前日不在置きしたお弁当がそのまま残ってい
る場合、緊急連絡先又は行政機関に連絡。

その他

・前日18時までの電話で、翌日配達可能(年中無休)
・初回お試し無料サービス
・おかず(刻み食、一口大)ご飯(やわらかめ、お粥)対応可能
・柏市助成対象のお弁当あり
・施設等の大型受注可能

メニュー
メニュー名 税込価格

ご飯無は（）金額

① 普通食 594円(540円)
② カロリー・塩分調整食 820円(777円)
③ たんぱく塩分調整食 820円(777円)
④ 透析食 820円(777円)
⑤ やわらか食 820円(777円)
⑥ ムース食 820円(777円)
⑦ 消化に易しい食 820円(777円)

ごはんの種類 普通・やわらか・おかゆ
えん下食 きざみ食・ムース食・やわらか食

治療食
カロリー調整食・減塩食・たんぱく
調整食・透析食・消化にやさしい食
(術後、消化機能弱っている方向け)

アレルギー対応 可

＜ PR ＞
前日18時までのお電話で、翌日お届け！
１食、不定期のご注文可能です！
年中無休なので、安否確認も毎日で安心！
お食事は管理栄養士がメニューを監修。月に一度の行事食（国
産和牛や国産高級魚使用）で食べる楽しみも、ご提供してお
ります。
まずは、初回無料でご試食下さい！
柏市配食サービス助成も対応。お問合せお待ちしております！

※写真はイメージです

普通食　秋

透析食

やわらか食

ムース食
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事業者名 まごころ弁当  柏店
所在地 柏市東中新宿3−1−2アーバン千代田1階
電話番号 04−7136−7942
受付時間 9時00分〜20時00分
配達日 毎日

配達を行わない日 1/1〜1/3
配達時間帯 昼食・夕食
配達形態 常温
容器 回収容器・使い捨て容器(選択可能)

配達方法 手渡し
注文単位 週1回・1食から

支払 支払方法：現金・銀行振込・口座引落し
支払回数：都度払い・週払い・月払い

配達地域 柏市内全域

安否確認 手渡しにて実施。置き配時は関係各所へ問い合わせ。

その他
・冷凍食材は使っていません。
・支払いは安心の後払い(口座振替も出来ます)

メニュー

メニュー名 税込価格
ご飯無は（）金額

① まごころ小町(おかずのみ) 430円
② 普通食 560円(490円)
③ カロリー調整食 840円(790円)
④ たんぱく調整食 890円(840円)
⑤ ムース食 (ご飯はお粥 ) 720円(670円)

ごはんの種類 普通・やわらか・おかゆ
おかゆミキサー

えん下食 きざみ食・ムース食
ミキサー食

治療食 カロリー調整食・減塩食
たんぱく調整食

アレルギー対応 可 (目視出来る物のみ )

＜ PR ＞
管理栄養士の指導のもと栄養バランスや安全に
もこだわっています。
週１回から注文でき、ご家族不在時のスポット
対応も致します。
無料試食も承ります。安否確認サービスも実
施！まごころスタッフが元気にお届けします！

まごころ小町

普通食

カロリー調整食

ムース食
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事業者名 配食のふれ愛  豊四季店
所在地 柏市豊四季249−25
電話番号 04−7143−3814　
受付時間 9時00分〜18時00分
配達日 毎日

配達を行わない日 1/1〜1/3
配達時間帯 昼食・夕食
配達形態 冷蔵
容器 回収容器・使い捨て容器

配達方法 手渡し(留守置き可)
注文単位 １食

支払 支払方法：現金・銀行振込・口座引落し
支払回数：都度払い・週払い・月払い

配達地域 地域指定有(柏駅東口側を除く全域)
安否確認 不在または異変がある場合、緊急連絡先に連絡する。

その他 ・初回お一人様一食無料です。
・苦手なおかずは、相談に応じて変更可能です。

メニュー

メニュー名 税込価格

① 普通食 540円
② ふれ愛小町大 464円
③ ふれ愛小町 410円
④ カロリー調整食 756円
⑤ 低たんぱく食 875円
⑥ ムース食 702円

ごはんの種類 普通・やわらか・おかゆ
えん下食 きざみ食・ムース食

治療食 カロリー調整食
たんぱく調整食

アレルギー対応 可(複数ある場合は対応でき
ません)

＜ PR ＞
�特別なご契約は必要なく、前日までにお電話頂
ければ、初回お一人様一食を無料で配達いたし
ます。また、きざみ食・とろみ・お粥にも無料
で対応いたします。ご飯の大盛りも無料です。
なお、安否確認サービスは配達時に必ず行いま
す。

低たんぱく食

カロリー調整食

※写真はイメージです

ふれ愛小町

普通食
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事業者名 配食のふれ愛  北柏・我孫子店
所在地 柏市松葉町2−13−3　ユニオンハイツ101
電話番号 04−7105−7628　
受付時間 ８時00分〜19時00分（FAXは24時間受付：04-7169-9671）
配達日 毎日

配達を行わない日 1/1〜1/3
配達時間帯 昼食・夕食
配達形態 常温
容器 回収容器

配達方法 手渡し(不在時は保冷バッグ等応相談)
注文単位 1日1食〜、週1日でもOK

支払 支払方法：現金・銀行振込・口座引落し
支払回数：都度払い・週払い・月払い

配達地域 地域指定有(柏南部を除く全域)※ご相談に応じます

安否確認 ご家族に確認結果をメールで送信。緊急時は、ケアマネジャーや緊急
連絡先に電話。※希望者のみ

その他 初回は無料で試食できます。

メニュー

メニュー名 税込価格
ご飯無は（）金額

① 普通食 540円(490円)
② カロリー調整食 710円(660円)
③ たんぱく調整食 880円(830円)
④ ムース食 710円(660円)

ごはんの種類 普通・やわらか・おかゆ
おにぎり・ご飯の増減

えん下食 きざみ食・ムース食

治療食 カロリー調整食
たんぱく調整食

アレルギー対応 可

＜ PR ＞
�・１食からでもご注文ができ、配達日時や個数
の変更は前日18時までにご連絡頂ければ対応
します。昼食は12時頃までに、夕食は18時頃
までに配達しますので、夕食分を午前中に配
達する事はありません。

・お買い物サービス（料金都度精算）も可能です。

※写真はイメージです

普通食（ごはん付き）

カロリー調整食（ごはん付き）

ムース食（ごはん付き）
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事業者名 まごころ弁当  柏本店
所在地 柏市藤心3−3−14
電話番号 04−7128−9372
受付時間 9時00分〜18時00分
配達日 月〜土曜日

配達を行わない日 日曜日、1/1〜1/3
配達時間帯 昼食・夕食
配達形態 常温
容器 回収容器

配達方法 手渡し・留守時置配
注文単位 １食単位

支払 支払方法：現金・銀行振込・口座引落し
支払回数：月払い

配達地域 地域指定あり(柏市東部のみ)

安否確認 手渡し確認　緊急時はご親族様、担当ケアマネージャー様に電話連絡。

その他 ー

メニュー

メニュー名 税込価格
ご飯無は（）金額

① 普通食セット 550円(490円)
② まごころ小町 390円
③ まごころ小町大 450円
④ カロリー調整食セット 800円(750円)
⑤ たんぱく調整食セット 850円(800円)
⑥ ムース食セット 700円(650円)

ごはんの種類 普通・やわらか・おかゆ
えん下食 きざみ食・ムース食

治療食 カロリー調整食
たんぱく調整食

アレルギー対応 可

＜ PR ＞
・和・洋・中のバラエティに富んだ日替わりメ
ニューをご用意。

・契約農家による野菜栽培で安心安全な食材に
こだわり抜いています。

・おかゆや刻み食のご要望にも無料でお応えし
ております。

・初回ご注文 ( １食限り ) は無料でお届けいた
します。
まずはお気軽にお試しください。当店自慢のス
タッフがまごころを込めてお届けいたします。

普通食セット

まごころ小町

カロリー調整食セット

ムース食セット

※写真はイメージです
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事業者名 コープみらい 柏南センター/柏北センター
所在地 千葉県柏市藤心1−22−15/柏市新十余二12−1
電話番号 0120ー502ー160（デイリーコープ受付センター）
受付時間 9時00分〜19時30分(土のみ〜18時)
配達日 月〜金曜日

配達を行わない日 土曜日・日曜日・年始(別途お知らせ)
配達時間帯 夕食
配達形態 冷蔵
容器 主に回収容器・一部使い捨て容器あり

配達方法 手渡し・通い箱・希望により指定場所へ不在置き可
注文単位 月曜〜金曜で週3日以上利用が条件
支払 支払方法：口座引落し　　支払回数：月払い

配達地域 柏市内全域
安否確認 無
その他 ・組合員でない方は、コープみらいにご加入いただきます。

・ご加入の際には出資金500円をお預かりします。出資金は脱退時に
　返金いたします。

メニュー
メニュー名 税込価格

① 舞菜弁当 577円
② 舞菜おかず 626円
③ 舞菜御膳 745円
④ 舞菜しっかりおかず 675円

⑤ エネルギー塩分調整食
（おかずのみ） 753円

ごはんの種類 普通
えん下食 無
治療食 無

アレルギー対応 不可

＜PR＞
・管理栄養士監修の日替わりメニューをご用意
しています。

・ご利用は週３日から曜日ごとに種類、数量が
選べます。

・お弁当と一緒にお惣菜や野菜、果物、乳製品、
パンなどもお届けできます。

エネルギー塩分
調整食

舞菜弁当

舞菜おかず

舞菜しっかりおかず
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事業者名 ライフデリ  柏店
所在地 柏市光ヶ丘3−4−2
電話番号 04−7192−6555
受付時間 7時00分〜19時00分
配達日 毎日

配達を行わない日 1/1〜1/3
配達時間帯 昼食・夕食
配達形態 常温
容器 回収容器・使い捨て容器

配達方法 手渡し・通い箱
注文単位 1食単位・月単位
支払 支払方法：現金・口座引落し　　支払回数：月払い

配達地域 柏市内全域(一部地域を除く・応相談)
安否確認 配達時に直接確認、異変時に緊急連絡先に連絡。

その他
・初回お試し無料試食。
・管理栄養士監修の日替わりメニューです。
・原材料8割以上が国内契約農家食材です。

メニュー

メニュー名 税込価格
ご飯無は（）金額

① 普通食 570円(520円)
② カロリー調整食 790円(720円)
③ ムース食 700円(650円)
④ 腎臓食 870円(800円)
⑤ 透析食 870円(800円)

ごはんの種類 普通・おかゆ
えん下食 ムース食

治療食 カロリー調整食
腎臓食・透析食

アレルギー対応 不可

＜ PR ＞
・塩分・カロリーに配慮した栄養バランス健康
食をお届けしております。

・市内の施設様用の御昼食・御夕食・お持ち
帰り弁当・年間行事の仕出し等も可能です。
（FAX：04-7175-0470）

普通食

カロリー調整食

ムース食

腎臓食

※写真はイメージです
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事業者名 ワタミの宅食 千葉柏営業所・千葉柏船戸営業所
所在地 柏市大津ケ丘4−1−2／柏市船戸1708−2
電話番号 0120−321−510
受付時間 9時00分〜18時00分
配達日 毎日

配達を行わない日 年末年始
配達時間帯 昼食・夕食
配達形態 冷蔵
容器 使い捨て容器（要返却）

配達方法 手渡し・通い箱
注文単位 週2日以上〜１週間単位

支払 支払方法：現金(前金)・クレジットカード・口座引落し
支払回数：週払い

配達地域 柏市内全域

安否確認 無(ただし、異変があった場合は地域包括支援センターに連絡)

その他

・毎週水曜日注文締切り、翌週よりお届け。
・電子レンジで温めて召し上がってください。
・１日単位でのご注文、受付締切後の変更、キャンセルはできません。
※詳しくはお問い合わせください。

メニュー

メニュー名 税込価格
(5日間コース・1食あたり)

① まごころ手鞠 490円
② まごころおかず 616円
③ まごころダブル 680円
④ まごころ御膳 580円

ごはんの種類 普通
えん下食 無
治療食 無

アレルギー対応 不可

＜ PR ＞
管理栄養士が1週間単位で献立を設計！バラン
スに配慮し日替わりのおいしさにこだわったお
食事をご自宅までお届けします。

まごころ手鞠

まごころおかず

まごころダブル

まごころ御膳
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事業者名 学研ココファン  柏豊四季台
所在地 柏市豊四季台1−3−1
電話番号 0120−873−558（豊四季台地区の方）0120−131−558（それ以外の地区の方）
受付時間 8時30分〜17時30分
配達日 毎日

配達を行わない日 年末年始(12/31〜1/3)
配達時間帯 昼食・夕食
配達形態 常温
容器 使い捨て容器
配達方法 手渡し
注文単位 １食単位
支払 支払方法：口座引落し　　支払回数：月払い
配達地域 地域指定有
安否確認 お弁当手渡しにより実施

その他 ・キャンセル、変更は前日の午後5時まで対応可。
・緊急時は、緊急連絡先へご連絡いたします。

メニュー

メニュー名 税込価格
ご飯無は（）金額

① 日替わり 594円 (540 円 )

ごはんの種類 普通
えん下食 無
治療食 無

アレルギー対応 不可

＜PR＞
・学研ココファンの厨房からお届けする日替わ
りメニューのお弁当です。専門スタッフが直
接手渡しでお届けに伺います。

・ご注文は週 1回からお好きな曜日が選べます。
・ご試食無料キャンペーンも実施中！
この機会にぜひお試しください！

ハンバーグ

サバ

チキン

コロッケ

※写真はイメージです



14※写真はイメージです

事業者名 配食のふれ愛  柏中央店
所在地 柏市東上町4−28　スプリングス柏1F
電話番号 04−7161−6085（080-7561-3600）　
受付時間 9時00分〜18時00分
配達日 毎日

配達を行わない日 1/1〜1/3
配達時間帯 昼食・夕食
配達形態 常温
容器 回収容器・使い捨て容器
配達方法 手渡し
注文単位 1食単位

支払 支払方法：現金・銀行振込・口座引落し
支払回数：月払い・都度払い

配達地域 柏市内全域
安否確認 配達時に声をかけて直接目視

その他
・栄養バランスの良い飽きのこない日替わり献立。
・一人一人のご要望に合わせた個別対応（おかゆ・きざみ）。
・二次元バーコードを使用した安否確認メールサービス（無料）。

メニュー

メニュー名 税込価格
ご飯無は（）金額

① 普通食 540円 (486 円 )
② カロリー調整食 702円 (648 円 )
③ タンパク調整食 810円 (756 円 )
④ ムース食セット 680円

ごはんの種類 普通・やわらか
えん下食 きざみ食・ムース食

治療食 カロリー調整食
たんぱく調整食

アレルギー対応 可（申し込み時に確認）

＜ PR ＞
�独り暮らしやお食事の用意が困難なご高齢の
方々に低価格でおいしいお弁当をお届けしてお
ります。
ただお弁当を届けるだけでなく、原則手渡しに
て安否確認を行い、万が一の場合は緊急連絡先
や担当ケアマネジャーに連絡を取るなどして、
地域の皆様から信頼を得てきました。
また当店のお弁当は、ご高齢者様の健康維持の
ため、管理栄養士が栄養バランスを考え、毎月
の献立を作成しております。

普通食
（ごはん付き）

カロリー調整食
（ごはん付き）

ムース食

タンパク調整食
（ごはん付き）



このパンフレットに関するお問い合わせ

柏市役所 保健福祉部 高齢者支援課
TEL:04 − 7167 − 1135

※メニュー内容等は変わる場合がございます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

お弁当代の一部を助成しますお弁当代の一部を助成します
（配食サービス費助成事業）

えん下やそしゃくが困難なかたが、市の指定を受けた事業者から、えん下食の配食サービス
を利用した場合、その費用の一部を助成する制度です。
　助成を受けるためには、事前に市へ申請し、助成対象者として認められる必要があります。
※「普通食」「カロリー食」等は助成対象外です。

対象となるかた

以下の要件を全て満たすかたが対象です。
・柏市在住で要支援・要介護認定を受けている、または障害者手帳を所有し
ている

・えん下食による食事が必要である
・本人及び同一住所に住民登録のある一親等内親族の市民税所得割額の合計
額が１６万円未満である

対象となる
お弁当

柏市が配食サービス助成対象事業者として指定する事業者が調理したえん下
食（ムース食・ペースト食・ミキサー食・やわらか食）のが対象です。

助成内容

対象者の希望する利用頻度に応じた枚数（最大で翌月の日数分）の助成券を、
毎月末頃に送付します。
助成券を指定事業者に提出することで、１食あたりの自己負担額が５００円
までとなります。

※市が配食サービス費助成対象として指定する事業者及びお弁当は、このパンフレットに掲載されて
いるものとは一致しません。




