静岡 DC アフターCP オープニング列車「春たび IZU CRAILE（伊豆クレイル）相模線から伊豆へ」、クロージング列車「IZU CRAILE
（伊豆クレイル）LAST RUN」は運休となりました。また、これに伴い出発駅・到着駅、沿線でのお見送り・お出迎えは中止となります。
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み

温泉いっぱい 美・味いっぱい キャンペーン」開催！
ＪＲ東日本横浜支社では、２０２０年４月１日からの３か月間、同期間に開催する「静岡デスティネーシ
ョンキャンペーン アフターキャンペーン(以下静岡ＤＣアフターＣＰ)」と共に「伊豆・箱根・湯河原 温泉いっ
ぱい 美・味いっぱい キャンペーン」を開催します。
～
「リアルへすすめ」をコンセプトに、地域の皆さまと掘り起こし、磨き上げてきた、ここでしか体験できな
い「夜の魅力」「絶景」「食」を中心とした魅力を、「心が動く瞬間」にこだわって発信していきます。
この春は、「静岡ＤＣアフターＣＰ」と共に相乗効果で盛り上がる「伊豆・箱根・湯河原」へ、「サフィール
踊り子」やリニューアルした「踊り子」で、ぜひお出かけください。

１．キャンペーン概要別紙
春の伊豆・箱根・湯河原は特別企画が盛りだくさんです。「心が動く瞬間」を探しにお出かけ下さい。
期

間：２０２０年４月１日(水)～６月３０日(火)

名

称：「伊豆・箱根・湯河原 温泉いっぱい 美・味いっぱい キャンペーン」

地

域：【静岡県】熱海市・伊東市・東伊豆町・河津町・下田市・南伊豆町・松崎町・西伊豆町・伊豆市
伊豆の国市・沼津市・三島市・函南町（１３エリア)
【神奈川県】箱根町・湯河原町(２エリア)

２．列車利用商品別紙
移り行く車窓を眺めながら移動中も優雅な時間をお過ごしいただける「サフィール踊り子」で本物の伊豆を
お楽しみください。今回は料金などの詳細をお知らせいたします。
（１） 「サフィール踊り子」グリーン個室 利用商品
全席グリーン車の「サフィール踊り子」で、ゆったりとした時間を
過ごせるプライベート空間「グリーン個室」をご利用いただける
プランをご用意しました。
（２）「サフィール踊り子」グリーン車 利用商品

サフィール踊り子
グリーン個室

広く快適な「グリーン車」をご利用いただけるプランをご用意しました。
（３） 「踊り子」リニューアル車両 利用商品
Ｅ２５７系「踊り子」リニューアル車両をご利用いただける伊豆の旅を
ご用意しました。

３．観光素材ラインナップ別紙

サフィール踊り子
グリーン車

３度目の春開催となる今回は、更に観光データに基づいた分析を深め、「心が動く瞬間」にこだわった
新たな魅力を特別企画としてご用意しました。
（１） 主な特別企画
「スカイランタンナイト in 南伊豆」「デイクルーズ&サンセットクルージング」
「修禅寺奥の院朝ヨガ」「稲取細野高原星空観賞会」「願成就院特別拝観」など
（２） 新たな注目コンテンツ
「下田ロープウェイ」「石廊崎オーシャンパーク」「稲取漁港直売所『こらっしぇ』」など

４．キャンペーン特別イベント
（１）Instagram フォトラリー別紙
・名

称：「伊豆に恋せよ♡フォトラリー #いずこい」

・実施期間：２０２０年４月１日（水）～２０２０年６月３０日（火）
（２）伊東駅車両展示別紙 再掲
・名

称：「静岡ＤＣアフターＣＰ伊東駅イベント」

・開催日時：２０２０年５月３０日（土） １０：３０～１４：３０
・場

所：伊東駅構内特設会場

Instagram フォトラリー
宣伝ポスター

５．その他
（１）春の魅力を組み込んだ観光情報パンフレットを展開別紙
カフェでパンフレットを広げながらスマホも使って、友達と盛り上がりながら旅の
プランニングをする…。そんな日常に役立つパンフレットを目指し、コンテンツの
多くに二次元バーコードを掲載。読み取ると、詳細な情報や疑似体験動画がある
「特設ページ」へアクセスできます。
※（一社）美しい伊豆創造センターとの共同制作です。
（２）稲取女将会のおもてなし別紙

メインパンフレット

稲取女将会のお宿に宿泊のお客さまへに「桜茶」のおもてなしをいたします。
（３）キャンペーン特別列車を運行別紙 再掲
・「IZU CRAILE（伊豆クレイル）」が初めて相模線から伊豆へ運行（４月４日（土））
・いよいよラストラン「IZU CRAILE（伊豆クレイル）」（６月２８日（日））
（４）観光地と町めぐりを楽しめる「駅からハイキング」を新規設定別紙 再掲
（５）オリジナルノベルティ「しおかつおうどんスナック」をプレゼント別紙
（６）「JRE MALL」にて「伊豆のチカラ」（６次産業化商品）の特設ページを開設別紙

６．静岡デスティネーションキャンペーン アフターキャンペーンご紹介
２０２０年４月１日（水）～６月３０日（火）の間、静岡県、地元関係者などと JR 東海・JR 東日本及び旅行
会社が協力して、全国から観光誘客を図り、地域を活性化させることを目的として実施する観光キャン
ペーンです。
「伊豆・箱根・湯河原 温泉いっぱい 美・味いっぱいキャンペーン」は、静岡ＤＣアフターＣＰ開催に合わせ
て、相乗効果で地域の観光誘客を活性化させるために開催します。
●静岡 DC アフターＣＰキャッチコピー・ロゴマーク

アッパレ しずおか元気旅

静岡には、国内外に誇る「アッパレ！」なのものがいっぱい！
そんな静岡ならではの魅力に触れる旅は、あなたの心も体も元気に,晴れやかにしてくれます。
「アッパレ」というシンプルなフレーズと、宝永山を力こぶに見立てた富士山のデザインで、
温暖で明るいこと、素晴らしい多彩な魅力にあふれていること、訪れた人が気分爽快になった
り、ご利益を授かって、元気になれることを力強く表現しました。

※画像・イラストはすべてイメージです。記載情報は、２０２０年２月６日現在の情報です。

別 紙

１． キャンペーン概要
２０～３０代の女性を主なターゲットに、ここでしか体験できない「夜の魅力」「絶景」「食」を中心に地域の
方々と掘り起こし、磨き上げた新たな魅力を特別企画としてご用意しました。
「リアルへすすめ」をコンセプトに実際に体験したくなるような多彩で美しい魅力を、女性目線でフォトジェニック
に画像や動画で発信していきます。
＜ロゴコンセプト＞
豊富な山海の幸を「わさび」
「潮鰹」
「金目鯛」
「伊勢海老」で表し、それを
召し上がっていただく箸と丼を添えました。また「パワースポット」を鳥
居、数多くの「名湯」を風呂桶、豊かな自然を「花」
「海」で描くことによ
り、伊豆・箱根・湯河原の魅力を表現しております。

伊豆の国パノラマパーク

龍宮窟

伊豆高原グランイルミ

２．列車利用商品
（１）「サフィール踊り子」グリーン個室利用商品
■設 定 日：２０２０年３月１４日（土）出発分～２０２０年９月３０日（水）出発分まで
■発 売 日：２０２０年３月上旬
■出発地区：東京駅、新宿駅、品川駅、武蔵小杉駅、横浜駅
■宿

泊：１泊２日限定

■代

金：例）東京駅発着 稲取温泉「稲取銀水荘」 おとな４名一室利用 ￥35,500～/１名様
ほか、奥下田観音温泉「観音温泉」、北川温泉「望水」、下賀茂温泉「南楽」をご用意

※４名個室は３・４名様、６名個室は４～６名様でのご利用となります。

サフィール踊り子

グリーン個室（４名個室）

グリーン個室（６名個室）

（２）「サフィール踊り子」グリーン車利用商品
■設 定 日：２０２０年３月１４日（土）出発分～２０２０年９月３０日（水）出発分まで
■発 売 日：２０２０年３月上旬
■出発地区：東京駅、新宿駅、品川駅、武蔵小杉駅、横浜駅
グリーン車

■宿

泊：１泊２日限定

■代

金：例）東京駅発着 弓ヶ浜温泉「季一遊」 おとな２名一室利用 ￥34,200～/１名様
ほか、下田相玉温泉「里山の別邸 下田セントラルホテル」、
下田・白浜温泉「ホテル伊豆急」、下田温泉「下田東急ホテル」、
伊東温泉「星野リゾート 界 アンジン」をご用意

※「サフィール踊り子」利用商品の詳細は、２月下旬に JR 東日本の主な駅で配布予定の専用パンフレット
をご確認ください。
※「サフィール踊り子」の詳細な情報については、「サフィール踊り子」公式サイトをご確認ください

。

写真、イラストはイメージです

（３）レギュラー商品 E２５７系「踊り子」リニューアル車両利用商品
■設 定 日：２０２０年３月１４日（土）出発分～２０２０年９月３０日（水）出発分まで
■発 売 日：２０２０年４月１日（水）からのご出発分は２０２０年２月１３日（木）予定
２０２０年３月１４日（土）～３１日（火）ご出発分は現在発売中
■出発地区：東京駅、新宿駅、品川駅、武蔵小杉駅、横浜駅ほか
■宿

泊：１泊２日（延泊・お帰りの日の延長も可能です）

■代

金：例）東京駅発着 下田温泉「浜辺の宿 濤亭」 おとな２名一室利用 ￥30,500～/１名様
ほか、伊東温泉「陽気館」、熱海温泉「旅館立花」、湯河原温泉「おんやど惠」など

３．観光素材ラインナップ
（１）主なキャンペーン特別企画
①スカイランタンナイト in 南伊豆 リニューアル
静岡ＤＣで好評であった夜空を彩るランタンイベント。
今年は２０１９年４月にオープンしたばかりの「石廊崎オーシャンパーク」でも開催いたします。
②デイクルーズ＆サンセットクルージング リニューアル
駿河湾から茜色に染まる富士山を眺める絶景クルーズ。
大人な雰囲気にぴったりの白枇杷酒をご用意しております。
③修禅寺奥の院朝ヨガ ＮＥＷ
普段は一般開放されない特別な場所「護摩堂」でのヨガ。
木の温もりあふれる護摩堂で自然と一体になれるヨガをお楽しみください。
④稲取細野高原星空観賞会 リニューアル
海風がそよぐ、視界をさえぎるものがない稲取細野高原にて、満点の星空をガイドが説明いたします。
温かいホットドリンクもご用意しております。
⑤願成就院 本堂御本尊阿弥陀如来坐像特別拝観 ＮＥＷ
通常一般公開していない「阿弥陀如来坐像」の特別拝観を副住職がご案内。参加者限定の特別ご朱印
（本堂御本尊阿弥陀如来坐像）と老舗和菓子店の願成就院特製焼印入りどら焼きでご接待します。

スカイランタンナイト
in 南伊豆

デイクルーズ＆
サンセットクルージング

稲取細野高原
星空観賞会

修禅寺奥の院
朝ヨガ

願成就院

写真、イラストはイメージです

（２）おトクな観光オプショナルプラン「駅たび」
静岡 DC アフターＣＰの特別企画などを「『駅たび』現地で楽しむオプションプラン！関東」（３月上旬発売
開始予定）でオプション商品として発売します。ぜひ、宿泊商品と組み合わせて、現地でしか味わえない体
験をお楽しみください。
【主な商品ご紹介】
① 南伊豆の澄んだ夜空に幻想的な光を放つランタン
■スカイランタンナイト in 南伊豆

■出発日／４月２５日（土）・５月２３日（土）・６月２７日（土）
■内

容／ランタンの打ち上げ

② 海風吹く高原でガイド付き星空観賞
■稲取細野高原星空観賞会

■出発日／４月４日（土）～５月３０日（土）の土曜日
■内

容／マイクロバス往復+ガイド付星空観賞+星座早見表+ホットドリンク 1 杯+東伊豆町お買物券

③ 熱海海上花火大会をクルーズ船に乗って観賞！
■熱海の夜景と花火を楽しむ「花火観覧クルーズ」

■出発日／４月１８日（土）・２９日（水・祝）、
５月９日（土）、６月１４日（日）・２７日（土）
■内

容／クルーズ乗船+ソフトドリンク 1 本

④ 日本でもっとも名高い仏師といわれる運慶の仏像を拝む。心おだやかになる、ひととき。
■願成就院 御本尊・運慶作国宝 5 仏を特別拝観

■出発日／４月４日（土）～６月２８日（日）の土・休日
■内 容／副住職による本堂のご案内+大御堂・宝物館拝観+特別御朱印（書き置き）+オリジナル茶菓

写真、イラストはイメージです

⑤ 伊豆箱根鉄道駿豆線を運行する 1300 系電車の運転体験！
■電車運転体験・工場見学ツアー

■出発日／６月１４日（日）・２１日（日）
■内

容／伊豆箱根鉄道 1300 系電車運転体験２回+工場見学+特別弁当

⑥ 芸術鑑賞の後はテラス席でランチ＆足湯♪
■町立湯河原美術館＆特別ランチ

■出発日／４月２日（木）～６月２９日（月）
※除外日：水曜日（４/２９、５/６は営業）
■内

容／町立湯河原美術館入館+MUSEUM CAFE「and garden」にてびゅう商品特別ランチ

（３）新たな注目コンテンツ
①下田ロープウェイ リニューアル
麓と寝姿山山頂の展望台までをつなぐロープウェイ。山頂からは黒船来航の下田港や晴れた日には遠
く伊豆七島まで見渡せます。リニューアルしたブルーのゴンドラが目印です。
②石廊崎オーシャンパーク ＮＥＷ
２０１９年４月オープン。「南伊豆ジオパークビジターセンター」があり、認定ジオガイドの解説や
ツアーを受け付けています。「塩゛ソフト（ジオソフト）」もおすすめです。
③稲取漁港直売所「こらっしぇ」 ＮＥＷ
２０１９年４月オープン。地元で水揚げされた水産物、生産された農産物、東伊豆町地域認定商品などを
中心に新鮮でリーズナブルな商品を販売しています。
④サフィール踊り子ラッピングの定期観光バス ＮＥＷ 再掲
下田市内の定期観光バスが「サフィール踊り子」カラーにラッピング！
「サフィール踊り子」カラーにラッピングされたバスで下田の名所を効率よく、ゆったり観光いただけます。
また「発車オーライネット」で予約可能となり、 当日でもＷＥＢでご予約いただけるようになります。
運行開始：２０２０年３月１４日(土) ※「発車オーライネット」も同日サービス開始予定
場

所：伊豆急行線 伊豆急下田駅前発着

内

容：話題の龍宮窟を巡るコースや観光船にも乗車できるコースがあります。

※ご利用は東海バスのホームページをご確認ください。
⑤熱海市内名所めぐり「湯～遊～バス」新型専用車両 ＮＥＷ
４月１日（水）より「熱海らしさ」をモチーフにデザインした「湯～遊～バス」
新型専用車両が運行開始します。ご利用には「湯～遊～バス」が１日何度も
乗り降り自由の「湯～遊～バスフリーきっぷ」や、熱海エリアの路線バスも乗り降り

湯～遊～バス新型専用車両

自由となる「湯～遊～バスフリーきっぷワイド」がおすすめです。
※ご利用は東海バスのホームページをご確認ください。
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４．キャンペーン特別イベント
キャンペーンエリアで働いている社員の発意による企画を実施します！
（１）Instagram フォトラリー「伊豆に恋せよ♡フォトラリー」 ＮＥＷ
「大切な人におススメしたい伊豆のとっておき♡」の写真を３枚以上ご自身のＩｎｓｔａｇｒａｍに「＃いずこい」を
付けて投稿。魅力的な写真を投稿してくれた方の中から選考により素敵な賞品をプレゼント！
詳細は、ＪＲ東日本の首都圏の主な駅にあるチラシ・ポスターや４月１日(水)にオープン予定のキャンペーン
特設サイトをご覧ください。

日帰り温泉 熱海Ｆｕｕａ ペアチケット

いず♡こい賞
アッパレ賞

５組１０名様

伊東按針祭海の花火大会桟敷席 ペアチケット ５組１０名様

グルメ賞

地ビールセット 反射炉ビヤ詰め合わせ

５名様

サフィール賞

びゅう商品券 ３，０００円分

１０名様
宣伝ポスター

（２）伊東駅車両展示イベント ＮＥＷ

「静岡ＤＣアフターＣＰ伊東駅イベント」と称し、ラストランを迎える「IZU CRAILE（伊豆クレイル）」や
伊豆急行㈱の協力のもと「リゾート２１キンメ電車」を展示します。ラストラン前にぜひ
「IZU CRAILE（伊豆クレイル）」を体感してください。
日

時：２０２０年５月３０日（土） １０：３０～１４：３０

場

所：伊東駅構内特設会場

主な企画：「IZU CRAILE（伊豆クレイル）」「リゾート２１キンメ電車」車両展示
こども駅長制服撮影会・レールスター乗車体験・ミニ電車乗車体験などを予定
５．その他
（１）春の魅力を組み込んだ観光情報パンフレットを展開 ＮＥＷ
パンフレットに掲載された二次元バーコードを読み取ると、誌面には載せきれない詳細な情報や疑似
体験動画をご覧いただける「特設ページ」へアクセスする仕様です。「旅の前」の時間をより楽しみに、よ
り便利にしていきます。

特設ページへ
アクセス

疑似体験動画へ
アクセス

（２）稲取女将会のおもてなし ＮＥＷ
稲取温泉の対象のお宿にご宿泊の皆さまに、女将から素敵なおもてなし
をいたします。 元来「おめでたい時」に飲まれていた「桜茶」を
「お客さまがいらっしゃること ＝ おめでたいこと」としてご提供いたします。
※実施期間や対象のお宿など、詳細はＪＲ東日本横浜支社伊豆ＨＰ
「列車で行く 伊豆・箱根・湯河原」をご確認ください。
稲取女将会のみなさま
写真、イラストはイメージです

（３）キャンペーン特別列車を運行
○静岡ＤＣアフターＣＰオープニング列車 「春たび IZU CRAILE（伊豆クレイル）相模線から伊豆へ」再掲
本キャンペーンのオープニングを記念して、「IZU CRAILE(伊豆クレイル)」を相模線から伊豆へ初めて
運行します。出発駅の橋本駅ではオープニングを記念して出発式を、到着駅の伊豆急下田駅ではお出
迎えセレモニーを行います。
車内では相模線沿線の特産品をお楽しみいただくなど特別なおもてなしをいたします。

運転日

発駅・時刻

着駅・時刻

編成

発売旅行会社

4/4

橋本

伊豆急下田

（土）

㈱びゅうトラベルサービス

10：36 頃

14：11 頃

651 系
「伊豆クレイル 1 号」
（4 両編成）

4/4

伊豆急下田

小田原

（土）

15：23 頃

㈱びゅうトラベルサービス

17：29 頃

651 系
「伊豆クレイル 2 号」
（4 両編成）

※４号車の旅行商品の発売はございません。一般きっぷでの発売もございません。
※詳細はパンフレットなどをご覧ください。(２月中旬頃配布予定)
○静岡ＤＣアフターＣＰクロージング列車 「IZU CRAILE（伊豆クレイル）LAST RUN」再掲
２０１６年７月より 「のってたのしい列車」として、初めて女性をメインターゲットにデビューした「IZU
CRAILE(伊豆クレイル)」は、本キャンペーンのクロージング列車としての運行でラストランとなります。
出発駅・到着駅となる小田原駅・伊豆急下田駅では、伊豆の皆さまとお見送り・お出迎えするほか、
沿線ではこれまで「IZU CRAILE(伊豆クレイル)」の運行を支えてきた関係者がお見送りをいたします。
運転日

発駅・時刻

着駅・時刻

編成

発売旅行会社

6/28

小田原

伊豆急下田

（日）

11：40 頃

14：11 頃

6/28

伊豆急下田

小田原

（日）

15：31 頃

17：29 頃

651 系
「伊豆クレイル 1 号」
（4 両編成）
651 系
「伊豆クレイル 2 号」
（4 両編成）

㈱びゅうトラベルサービス

㈱びゅうトラベルサービス

※４号車も旅行商品にて発売予定（食事なし）。一般きっぷでの発売はございません。
※詳細はパンフレットなどをご覧ください。(５月中旬頃配布予定)
（４）観光地と町めぐりを楽しめる「駅からハイキング」を設定
①伊東駅 伊東温泉の神社・仏閣・観光施設をめぐるハイキング
伊東温泉七福神ゆかりの仏閣・神社をめぐりながら、温泉情緒の残る遊歩道や観光施設をめぐるウ
ォーキングコースとなっております。４月は桜、５月、６月は少し早い初夏を楽しみながら、ゆっくりと回
れるコースです。
期間：４月６日(月)～６月３０日(火)

受付時間：９:００～１２:００

受付場所：伊東観光協会駅構内案内所
②熱海駅 【学生駅ハイ】伊豆の玄関口「熱海」でめぐるジオスポット
熱海のジオスポットを巡り、伊豆半島の成り立ちを感じてください。
期間：４月１８日(土)～６月３０日(火) ※除外日：６月２０日(土)

受付時間：９:３０～１１:３０

受付場所：熱海観光案内所（ラスカ熱海１F）
③伊豆長岡駅 【JR 東海・伊豆箱根鉄道共同開催】守山山頂から眺める田方平野と春の伊豆の国の
歴史＆足湯散策
伊豆の暖かな春の訪れを満喫できるコースです。守山山頂から田方平野を眺めたあとは、疲労回復
に足湯を思う存分お楽しみください。
期間：４月１８日(土)

受付時間：８:３０～１１：００

受付場所：伊豆長岡駅観光案内所付近

④熱海駅 【JR 東海共同開催】熱海の秘めた魅力を再発見！～ジャカランダ鑑賞と温泉街さんぽ～
初夏の熱海を彩る花々「ジャカランダ」「ブーゲンビリア」を愛でながら、温泉街散策をお楽しみくださ
い。
期間：６月２０日(土)

受付時間：８:３０～１１:００

受付場所：熱海駅改札前

⑤伊豆急下田駅 【JR 東海・伊豆急行共同開催】あじさい咲き誇る下田公園と寝姿山を満喫！
下田港を望む高台にある下田公園で咲き誇る、多彩な日本紫陽花と西洋紫陽花や寝姿山山頂の「ネ
スガタブルー」と呼ばれる色鮮やかな青色の紫陽花を訪ねて歩いてみませんか。
期間：６月２７日（土）

受付時間：９:００～１１:３０

受付場所：伊豆急下田駅降車口横

（５）オリジナルノベルティ 『しおかつおうどんスナック』（※詳しくは（６）をご参照）をプレゼント
ＪＲ東日本のびゅうプラザ店舗で、４月１日（水）以降出発の伊豆・箱根・湯河原方面へのびゅう旅行商
品をご購入いただいたお客さまを中心に、西伊豆のご当地グルメ「しおかつおうどん」をイメージしたスナ
ック菓子「しおかつおうどんスナック」のオリジナルノベルティ版をプレゼントいたします。この機会に、ぜひ
びゅうプラザへお越しください！
※プレゼントの詳細は各店舗へお問い合わせください。配付は３月以降の予定です。
（６）「JRE MALL」にて「伊豆のチカラ」（６次産業化商品）の特設ページ開設
ＪＲ東日本横浜支社では、６次産業化プロジェクト「のもの 1-2-3 プロジェクト」※１の
一環として、様々な６次産業化商品を「伊豆のチカラ」※２として開発しております。
この度、「伊豆のチカラ」に新たに仲間入りした「しおかつおうどんスナック」・
「伊豆柑橘ぴーる（チョコ）」・「伊豆柑橘あめ」が JRE MALL 内「お取り寄せきっぷ」にて
２月６日（木）から販売開始いたします。
詳しくは「お取り寄せきっぷ」公式サイト、または下記二次元バーコードにてご確認ください。また、４月か
らは静岡 DC アフターCP に合わせ特設ページも開設予定となります。ぜひこの機会にご覧ください。
※１地域農業の活性化や地産地消を推進するＪＲ東日本の進める６次産業化プロジェクト
※２“伊豆半島の魅力発信”をコンセプトにＪＲ東日本グループと地域が連携し、地域素材の需要拡大や
観光振興につなげるプロジェクト
【伊豆のチカラ新商品】

①

しおかつおうどんスナック
西伊豆のご当地グルメ
「しおかつおうどん」を
スナックにしました。

②伊豆柑橘ぴーる
「スイートチョコレート」 「ホワイトチョコレート」
ニューサマーオレンジのピールにチョコを
コーティングし、柑橘のさわやかさが
楽しめる商品にしました。

③伊豆柑橘あめ
「ニューサマーオレンジ」 「伊豆レモン＆海塩」
ニューサマーオレンジや伊豆産レモンなどの
果皮を使用し、フレッシュな味わいにしました。

写真、イラストはイメージです

