
「京の食文化」を体感する
特別調理・製菓講習会
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観光庁長官登録旅行業第64号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 
京阪四条河原町ビル7階

旅行企画・実施

AFH2102362
京都支店

●募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社JTB京都支店（京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338 京阪四条河原町
ビル7階観光庁長官登録旅行業第64号。以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参
加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。また、
旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定
書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社約款をご希望の方は当社にご請求ください。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期
（１）所定の申込書に必要事項を記入し、申込金を添えてお申込みください。旅行契約は当社らが契約の

締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
（2）当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付ける

ことがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨の通知
がお客様に到達した日の翌日から起算して3日以内にお申し込み内容を確認のうえ、申込金の支払い
をしていただきます。旅行契約は、電話によるお申し込みの場合、申込金を当社らが受領したときに、
また、郵便又はファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、申込金のお支払い後、当社らの旅
行契約を締結する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。

（3）お申込金（おひとり） 旅行代金全額
●取消料
旅行代金が0円のため取消料はかかりません。取消の場合は申込締切日までに、JTB京都支店までご連絡を
お願いします。
●旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示したプログラム代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税（コースに含まれない交通費等の

諸費用及び個人的費用は含みません。）
（2）添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付け。
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代
金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件に申込を受けた場合、通常
の旅行条件とは以下の点で異なります。
（1）通信契約による旅行契約は、当社らの旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したとき

に成立するものとします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
（2）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契

約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに
現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。

●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙
特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生
命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：１,５００万円　・入院見舞金：２～２０万円　・通院見舞金：１～５万円
・携行品損害補償金：お客様１名につき～１５万円（但し、補償対象品１個または1対あたり１０万円を限度とします。）
●国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠
償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内
旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合せください。
●事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員、運送・宿泊機関等旅行サービス提供会社、また
は、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について
（1）当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様と

の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及びそ
れらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等
を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便
宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された運送・宿
泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗される航空便
名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。

（2）当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人
情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要
があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社及び
販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。

（3）その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照くださ
い。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。
株式会社JTB お客様相談室　〒140-8602　東京都品川区東品川2-3-11
https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は　2021年12月1日を基準としております。又、旅行代金は2021年12月1日現在の
有効な運賃・規則を基準として算出しています。

※ご参加の際にアプリをダウンロードいただきます。　※暖かい服装でお越しください。
※スニーカーや歩きやすい服装でご参加ください。　※音声ガイドを楽しむため、イヤホンをご持参ください。

●当日全てのお客様に検温をさせて頂きます。
37.5度以上の発熱が確認されたお客様の
ご参加はお断りいたします。

●ご参加の際は、手指消毒と
マスクの着用を
お願いいたします。

●室内換気のご協力を
お願いいたします。

新型コロナウイルス
感染症対策を
徹底します！

の だ てひ ざ くり げ

膝栗毛 +Bottle 野点Plan
京の食文化の“表”と“裏”を歩き旅で楽しみ、道中のハイライトでお茶を点てる。
ハイヤー送迎付きのラグジュアリープラン！

写真を撮ってチェックイン

道中のお気に入りの
スポットで野点体験を。

街歩きは、下車観光になります。街歩き以外の移動はハイヤーとなります。

スケジュール 京都駅アバンティ前／8：00集合・16：30解散集合場所・時間

八坂神社　　  祇園の街並み散策　　 高瀬川（七条）街歩き 4 14：30～16：00

京都市場　　　 梅小路公園　　　 東寺（自由昼食）街歩き 2 10：30～12：00

〈京の食路プロジェクト構成メンバー〉
学校法人大和学園、京都信用金庫、株式会社松井旅館本館、
株式会社マツシマホールディングス（株式会社マツシマモビリティサービス）、三菱地所株式会社（株式会社膝栗毛）
株式会社祇園辻利、株式会社JTB、株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〈後援〉京都市

本事業は、令和3年度 観光庁 既存観光拠点再生・高付加価値化推進事業（区分2）として実施しています。
旅行代金及びイベント参加費用は本事業による助成金を利用しております。ご参加のお客様には、アンケート等、
商品造成に係る改善点、ご意見等をお伺いさせていただきますのでご協力をお願いいたします。

※写真は全てイメージです。

太秦　　　　御室ミニハイク　　　　　　　仁和寺街歩き 1 8：30～10：00

京都御所　　　　  加茂川河川敷　　　 下加茂神社街歩き 3 13：00～14：00

●お申込み・お問合わせは
〒600-8023
京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町338京阪四条河原町ビル7階

TEL ０７５-３６５-7730
FAX 075-365-7713

営業時間 ： 平日9：30～17：30／土曜・日曜・祝日・年末年始（12/29～1/4）休業

総合旅行業務取扱管理者 ： 村川 武嗣
担当者 ： 山本・清水・福島・近藤

JTB京都支店株式会社

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、担当者からの
説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

WEBよりお申し込みができない場合は、事務局より申請
フォームをメールにて送信いたします。左記担当者宛に
お名前・ご連絡先・メールアドレスをご連絡ください。

お申し込みはWEBで
受付しております。

屋外で抹茶を頂く野点（のだて）
を軽量小型の保温ボトル
“ポケトル”でカジュアルに
お楽しみいただきます。
どこでも気に入ったスポット
で休憩と野点が楽しめます。

音声ガイドやスポットを巡るスマホアプリ「膝栗毛」をダウンロード頂き、
京の食文化を歩いて楽しみ、その日のハイライトでお茶を頂く、
そんな非日常を味わえます。伝統的な“表京都”だけでなく、
今まで気づかなかった“裏京都”を発見することが
出来ます。さらに、ハイヤーでの送迎で
より一層ラグジュアリーな体験へ。

膝栗毛で１０か所以上に
チェックインをすると、
野点でお使いいただいた
ポケトルをそのまま
プレゼント！

京・眺望の野点体験ツアー
のだて

2022年2月4日(金)・5日(土)・6日(日)・11日(金)・12日(土)設 定日

アプリを利用して
京都を巡ろう♪
ダウンロードは
こちらから

▲イメージ

イメージ▲

約2.5㎞

約3㎞

約3㎞

約2㎞

スタート

ゴール

街歩き　　　 の
間においては
ハイヤーで
移動します。
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モニター
プラン D

料理人を虜にする、大原野菜の魅力に迫る！
産地で味わう京の野菜収穫体験ツアー

膝栗毛+Bottle 野点Plan
のだてひざくりげ

モニタープラン A

モニタープラン B

モニタープランC

モニタープラン D

日帰り

■旅行代金（おひとり／おとな）：0円　■食事：含まれません。　■定員：各日8名まで　■最少催行人員：1名　■添乗員：添乗員は同行しません。手続きに必要な書類をお渡ししますので
お客様ご自身で手続きを行っていただきます。　■利用交通会社：株式会社マツシマモビリティサービス
※ご参加の際にアプリをダウンロードいただきます。　※暖かい服装でお越しください。　※スニーカーや歩きやすい服装でご参加ください。　※音声ガイドを楽しむため、イヤホンをご持参ください。

ご旅行条件（要約）モニタープラン　　　  にお申込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込みください。B C D



京都を代表する景勝地・嵐山の風光明媚な景観の中で、野点体験を愉しみます。

料理人を虜にする、大原野菜の魅力に迫る！
産地で味わう京の野菜収穫体験ツアー

「京の食文化」を体感する

京都の老舗の「ならでは」の商品を使った特別コラボ講習会と、
京の食材を使った京料理・おばんざい・和洋菓子・お弁当、そして「何の日に何を食べる」という
おきまり料理の講習会を実施します。京都ならではの料理とお菓子の講習会を通じて
食文化を体感していただきます。

京都市中心部から約30分、天台宗ゆかりの寺院と大自然に囲まれた景観が美しい「京都大原」。
京都の料理人たちからの評価が高い野菜の名産地でもあります。
農家さんたちの野菜を作るこだわりや想いを学び、旬の「秋冬野菜」を収穫体験、
オーガニック野菜をふんだんに使った食事を古民家レストランにて堪能、
三千院の特別拝観や宝泉院の拝観など、ウェルビーイングな1日をご満喫ください。

京都駅　　　　　　　　　　◎taiwaミュージアム　　　　　　　　　　　　○名勝・嵐山（自由散策・自由昼食）

　　　　　　◎東映太秦映画村　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都駅

■旅行代金（おひとり／おとな）：0円　■食事：含まれません。　■定員：各回10名　■最少催行人員：1名
■添乗員：同行しませんが、ドライバーガイドがご案内致します。　■利用交通会社：株式会社マツシマモビリティサービス
※景観のいい場所で野点をお楽しみ頂きます。　※暖かい服装でお越しください。　※雨天時、一部行程が変わる可能性があります。

※小学生以上のお子様からご参加が可能です。　※当日使用するエプロンやハンドタオルなどはご用意いたします。

※スケジュールは変更となる場合があります。スケジュール

10：00発

京都駅アバンティ前／9：45集合集合時間・場所

京都の世界文化遺産(二条城・下鴨神社)と
近代的日本庭園 名勝・無鄰菴で野点を愉しむ旅

京都駅　　　　　　　　　　　◎世界文化遺産 二条城

　○八坂神社・祇園界隈（自由散策・自由昼食）　　　　　　　　  ◎名勝・無鄰菴

　　◎世界遺産 下鴨神社　　　　　　　　　　  鴨川デルタ　　　　　　　　京都駅

※スケジュールは変更となる場合があります。スケジュール

10：00発
90分

120分

京都駅アバンティ前／9：45集合集合場所・時間

2022年1月19日(水)・21日(金)・22日(土)設定日

京都市内の世界遺産・名勝を巡り、景観を楽しみながら「野点（のだて）」で
抹茶やティーバッグのお茶をいただく２コースをご用意しました。
野点は初心者の方でもOK！ ドライバーガイドも同行で観光や散策も
たっぷりとお楽しみいただけます。

■旅行代金（おひとり／おとな）：0円　■食事：朝食0回・昼食1回・夕食0回　■定員：各回15名　■最少催行人員：1名
■添乗員：同行しませんが、ドライバーガイドがご案内致します。　■利用交通会社：株式会社マツシマモビリティサービス
※動きやすい服装でお越しください。軍手や長靴はご用意いたします。　※雨天決行。一部内容変更の場合があります。

僧侶による案内・お抹茶による接待・宸殿（しんでん）・
往生極楽院（おうじょうごくらくいん）のご説明があります。

【特別拝観】京都大原  三千院
店主自らが野菜を生産しており、
野菜作りの現場での様 な々苦労や
喜びをその日限りの一皿に盛り込んだ
スペシャルランチをご堪能ください！
おいしい野菜の食べ方など、
レクチャーもいただきます。

古民家レストラン
わっぱ堂でのランチ

13：30～15：306日（日） 京料理講習会 ①湯葉真丈のお吸い物　②鯛かぶら
③海老芋のから揚げ銀餡がけ

佐藤 智子 
◆調理師、製菓衛生師、ふぐ処理師

開催日 開催時間 講習会名 メニュー 講師・資格

13：30～15：307日（月） 京の食材を使った洋菓子講習会 ①丹波黒豆入りパウンドケーキ
②濃厚抹茶プリン

堤 なるみ  
◆製菓衛生師

10：00～12：008日（火）
おきまり料理講習会※

①小豆ごはん　②あらめと油揚げのたき物
③うの花のたいたん

山野 奈津美 
◆調理師

13：30～15：309日（水） 京の食材を使った和菓子講習会 ①抹茶わらびもち　②どら焼き ゆずあん
白井 円香 
◆栄養士・栄養教諭二種免許・
フードスペシャリスト

11日（金）
10：00～12：00 京の食材を使ったお弁当講習会

①京料理胡麻和え
②京地鶏のから揚げ山椒だれがらめ
③九条葱入り卵焼き　④花菜のおにぎり

白井 円香 
◆栄養士・栄養教諭二種免許・
フードスペシャリスト

13：30～15：30 京の食材を使った和菓子講習会 ①生八つ橋　②桜餅（関西風） 服部 文香 
◆調理師・製菓衛生師・食生活アドバイザー３級

13：30～15：3012日（土） 京の食材を使ったおばんざい講習会 ①いなり寿司　②畑菜のからし和え
③京野菜たっぷりのかす汁

服部 文香 
◆調理師・製菓衛生師・食生活アドバイザー３級

特別調理・製菓講習会

自然の中などの屋外にて、
自由なスタイルで抹茶を
点てたり、お茶を楽しんだり
することです。

の だ て

野点とは?

ドライバーガイド付

▲ハイヤー
（イメージ） ▲野点（イメージ）

▲収穫体験（イメージ）

▲レクチャー
（イメージ）

▲イメージ

▲料理（イメージ）

の だ て

京・眺望の野点体験ツアー

京の食文化を楽しく
学んでみませんか？

◆調理師、製菓衛生師、ふぐ処理師

日帰り

2022年1月24日(月)・25日(火)、2月7日(月)・8日(火)・13日(日)設定日 日帰り

●午前10：00～   ●午後13：30～開始時間

2022年2月6日(日)～12日(土)開催期間

京の食材を使った講習会

京の老舗特別講習会

毎月「何の日に何を食べる」と決め、栄養の均衡を図りながら、
食生活に節目をつける。商家などで引き継がれてきた生活の知恵。

おきまり料理とは

マツシマモビリティサービス×祇園辻利共同監修

む り ん あ ん のだて たの

「デジタル×食文化taiwaミュージアム」の見学と
名勝・嵐山で野点を愉しむ旅 2022年2月2日(水)・4日(金)・9日(水)設定日

日帰り
のだて たの

旅行企画・実施／
株式会社JTB 京都支店

旅行企画・実施／
株式会社JTB 京都支店

明治の要人、山縣有朋の愛した近代的日本庭園を眺めながら、野点体験。

糺の森、縁結びで有名。ほど近くにある「鴨川デルタ」は京都を代表する風光明媚な景観スポットです。 17：30着

60分

30分60分

国宝・二の丸御殿（入城）、唐門など、約400年の歴史ある桃山文化の遺構をご覧ください。

▲名勝・無鄰菴（イメージ）

▲taiwaミュージアム
（イメージ）

サイネージによる京の食文化体験は学校法人では日本初導入です。

右京区太秦にある映画のテーマパーク。巨大映画アミューズメント施設を楽しみます。

特別拝観（2月13日は無病息災祈願の初午大根焚き行事をご案内）
京都駅　　　◎京都大原 三千院　　　大原エリア：収穫体験　　　　昼食（古民家レストランわっぱ堂）

　　　　◎京都大原 宝泉院　　　　　　　　　　　　　　　○三千院 参道　　　　　　　　　　京都駅

※スケジュールは変更となる場合があります。スケジュール

9：30発

16：30 17：30着

京都駅アバンティ前／9：15集合集合場所・時間

16：30着

30分～45分 180分

75分

※雨天時の野点体験は、「名勝・無鄰菴内」などで実施します。

※雨天時の野点体験は、「taiwaミュージアム内」などで実施します。

75分60分

60分

120分

※観光庁の実証事業としての記録報告等のため、撮影を行う場合がございます。ご了承いただける方のご参加をお願いいたします。
※掲載の旅程は2021年12月1日現在のスケジュールです。変更になる場合がありますので、予めご了承ください。ご案内

■は滞在時間の目安です。◎は入場観光、○は下車観光を表します。徒歩凡例ハイヤー （株）JTBが企画・実施する
募集型企画旅行です。

地元・大原の畑で有機栽培された大根で大根焚きが行われ、
ほっかほかの大根を味わい無病息災を祈願します。

初午大根焚き
（2月13日のみ）

その大自然に育まれた農地の中で、農家さんの
野菜を作る日々のこだわりや工夫、想いなど、
様 な々お話を聞きながら野菜を収穫します。
※以下3ヶ所の農地のいずれかになりますが、指定は出来ません。

圃場（ほじょう）見学と収穫体験

わっぱ堂／細江様 味工房 志野／志野様
ウエンダ・アラヤ・ファーム／新谷様

専門学校事業から、生涯学習事業まで。
蓄積されたtaiwaの総合力は
「人づくり」を通して、
広く社会とつながっています。

試食終了後は京の老舗の店舗へ移動して
京の食文化を見学・体感していただきます。
※2/9宝酒造のコースは除きます。

大和学園（ラ・キャリエール クッキングスクール）～
京の老舗へはシャトルハイヤーで
送迎いたします。
※お申込みの方に別途ご案内いたします。

■大和学園（ラ・キャリエール クッキングスクール）内
スケジュール

※スケジュールは変更と
なる場合があります。

大和学園（ラ・キャリエール）監修

祇園 原了郭
創業は1703年。
元禄より一子相伝で守り伝えた
秘伝の味「黒七味」。

10：00～13：00開催時間

①ホタテと大根の黒七味マヨ和え
②京地鶏と九条葱の黒七味焼き
③蒸し京野菜
黒七味田楽味噌

※講習会終了後は、Ryokakuを
見学します。

メニュー

6日（日）開 催 日

〈講師・資格〉佐藤 智子 
◆調理師、製菓衛生師、フードコーディネーター２級

山中油店
創業文政年間。 
油一筋に歴史を重ねて
二百年の食用油専門店

10：00～14：00開催時間

①春野菜のサラダ
②蕪のスープ
※講習会終了後は、
山中油店、
粲宙庵、綾綺殿を
見学します。

メニュー

7日（月）開 催 日

〈講師・資格〉丸木 しのぶ ◆西洋料理専門調理師、調理技能士、
製菓衛生師、栄養士、レストラン技能検定（ＨＲＳ）3級

半兵衛麩
元禄二年（1689年）創業。
三百年にわたり料亭や寺院本山に
納入の麩・ゆば専門店。

13：30～17：00開催時間

①生湯葉丼 ②生麩田楽
③やき麩とえびのお吸い物
※講習会終了後は、半兵衛麩本店、
辨當箱博物館を見学します。

メニュー

8日（火）開 催 日

〈講師・資格〉北村 真澄 

◆調理師、製菓衛生師、ふぐ処理師

京とうふ藤野
1964年の創業以来「フレッシュ・ナチュラル・
ヘルシー」をキーワードにして、安心・安全な
国産大豆を100%を使用したこだわりの
お豆腐（豆腐）をつくり続けています。

10：00～13：30開催時間

〈講師・資格〉佐藤 智子 

10日（木）開 催 日

◆調理師、製菓衛生師、フードコーディネーター２級

宝酒造
江戸時代後期の1842（天保13）年。
日本の伝統的な酒類・
調味料の国内メーカー。

10：00～12：00開催時間

①塩肉じゃが
②白身魚のホイル包み焼
③京野菜の梅サラダ 

メニュー

9日（水）開 催 日

〈講師・資格〉丸木 しのぶ ◆西洋料理専門調理師、調理技能士、
製菓衛生師、栄養士、レストラン技能検定（ＨＲＳ）3級

八木包丁店
包丁やお鍋などを
取り扱って百年の老舗、
お料理道具の専門店。

13：30～16：30開催時間

①包丁の種類・使い方・お手入れの方法
②砥石での包丁研体験 ③ペティナイフでトマトむき
④フレンチナイフで魚（あじ）の三枚おろし・塩焼き
⑤だし巻き鍋を使って京風だし巻き
※講習会終了後は、八木包丁店を見学します。

メニュー

10日（木）開 催 日

〈講師・資格〉北村 真澄 

◆調理師

本田味噌本店
「西京白味噌」京にあり。
「味噌屋といえる商売せい」
この鉄則を守り続けて凡そ190年。

10：00～13：30開催時間

①京風白味噌雑煮
②鰆の西京焼き
③福袋煮
※講習会終了後は、
本田味噌本店を見学します。

メニュー

12日（土）開 催 日

〈講師・資格〉山野 奈津美 

見る・学ぶ 料理のデモンストレーション 約40分
作 る 調理を体験 約50分
食べる 試食 約30分

宝泉院を拝観後は、三千院の参道にてお買い物のお時間がございます。
大原の地で生まれたドレッシングを販売する味工房 志野などにぜひお立ち寄りください。

※写真はイメージです。

とりこ

野点体験＊

野点体験＊

野点体験＊ 野点体験＊

野点体験＊ はいずれかの場所をお選びいただきます。

野点体験＊ はいずれかの場所をお選びいただきます。

①東寺揚げ
③湯葉ごはん
④京とうふ藤野様
おすすめスイーツ

※講習会終了後は、京とうふ藤野本店を見学します。

メニュー
②柚子釡豆乳仕立て②柚子釡豆乳仕立て

※スケジュールは変更となる場合があります。スケジュール

試食終了後、解散となります。
■大和学園（ラ・キャリエール クッキングスクール）内

～ ～料理デモンストレーション 約40分 調理実習 約50分 試食 約30分

モニター
プラン B

モニター
プラン C

モニター
プラン A
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