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魚河岸で長年培われてきた自慢の味と香り。

豊洲林屋の寿司海苔。

豊洲林屋の寿司海苔は、築地の時代より有数の寿司店や割烹店で利用され
ています。魚河岸の歴史とも重なるその伝統の味は、匠から匠へと今日まで引
き継がれてきました。
長年、魚河岸で培われた味「豊洲林屋の寿司海苔」を、 ぜひご家庭でご堪能
ください。

魚河岸で培われた伝統の味

幅広い日本の海苔の産地、その中でも上質な
海苔が採れる「有明海」を有する福岡県、
佐賀県、熊本県産を使用しています。納得いく
物を買い付け、適切な管理のもと焼き加工し、
本物志向の焼き海苔に仕上げております。

海苔には、昆布のグルタミン酸、かつお節のイノシン酸、しいたけの
グアニル酸のすべてが含まれており、これらのアミノ酸を含む食物
は海苔だけといわれています。またビタミンやカルシウム、食物繊
維、鉄分などさまざまな栄養をバランスよく含んでいて、まさに海
苔は海からの贈り物といえます。

上質な海苔が育つ有明海
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詰
め
合
せ

豊洲林屋丸缶3本入
品番 35410
内容 豊洲林屋丸缶

（8切240枚入）×3本
価格 5,076円（内消費税376円）

特選詰め合せセットA
品番 35500
内容 豊洲林屋丸缶

（8切240枚入）×2本
手巻き寿司用海苔缶入

（半切60枚アルミパック入）
価格 6,264円（内消費税464円）

豊洲林屋丸缶2本入
品番 35280
内容 豊洲林屋丸缶

（8切240枚入）×2本
価格 3,456円（内消費税256円）

特選詰め合せセットB
品番 35340
内容 豊洲林屋丸缶

（8切240枚入）×1本
手巻き寿司用海苔缶入

（半切60枚アルミパック入）
価格 4,644円（内消費税344円）

贈り物に喜ばれる、詰め合せセットをどうぞ。

詰め合せ

寿司海苔・深むし茶セット
内容 全型寿司海苔30枚

①深むし煎茶缶入100g
②抹茶入玄米茶缶入100g
※特別栽培茶旨いっ茶との組み合

わせも可能です。
③特別栽培茶旨いっ茶缶入
　100g

寿司海苔＋①＋②
品番
価格

720381
4,752円（内消費税352円）

寿司海苔＋①＋③
品番
価格

720420
5,184円（内消費税384円）

※ご進物用商品には、数量分の手提げ袋をご用意いたします。
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缶
入
り

缶入り・箱入りシリーズ 喜ばせたい人へ、ご進物用缶入り・箱入りシリーズ。

バリバリ
（味付けヤブレ海苔）
（十字切120枚全型30枚入）

当店が扱う上級海苔の焼き加
工段階でヤブレたものを中心
に味付け加工したものです。
バリバリ 884120 1,620円

（内消費税120円）

のりしお（全型30枚入）
原料の海苔はしっかりと厚く
ても歯切れがよいものを使用。
スッキリした菜種油の塩味です。
のりしお 40884 2,484円

（内消費税184円）

コンコン（半切60枚入）
有明海の福岡にひろがる海域で
たいせつに育てた黒海苔に、
多めの青が混ざった海苔です。
コンコン 9021 2,592円

（内消費税192円）

いろいろな海苔と昆布

10帖缶入
全型50枚（アルミパック入）×2
※林屋極上 80850 11,340円

（内消費税840円）

林屋特上 50550 8,100円
（内消費税600円）

鶴 40450 6,480円
（内消費税480円）

松 35400 5,400円
（内消費税400円）

5帖缶入
全型50枚（アルミパック入）×1
※林屋極上 80435 5,940円

（内消費税440円）

林屋特上 50285 4,320円
（内消費税320円）

鶴 40235 3,510円
（内消費税260円）

松 35210 2,970円
（内消費税220円）

10帖丸缶入
半切100枚＋8切400枚
（アルミパック入）

※林屋極上 80870 11,556円
（内消費税856円）

林屋特上 50570 8,316円
（内消費税616円）

鶴 404７0 6,696円
（内消費税496円）

松 35420 5,616円
（内消費税416円）

5帖丸缶入
8切400枚（アルミパック入）
※林屋極上 80450 5,940円

（内消費税440円）

林屋特上 50300 4,320円
（内消費税320円）

※1本ずつ箱入での包装になります。

豊洲林屋丸缶箱入
8切240枚入
35130 1,728円

（内消費税128円）
※1本ずつ箱入での包装になります。

豊洲林屋丸缶（袋入）
8切240枚入
35120 1,620円

（内消費税120円）

青とび海苔
青海苔の香りと、かるい苦味が、
美味しい海苔と重なって、独特
な味わいを感じます。
全型30枚　9010 3,888円

（内消費税288円）

半切60枚　9011 3,888円
（内消費税288円）

※ご進物用商品には、数量分の手提げ袋をご用意いたします。

※林屋極上は販売中止とさせていただいております

※林屋極上は販売中止とさせていただいております



4

箱
入
り

喜ばせたい人へ、ご進物用缶入り・箱入りシリーズ。

練火焼（ねりびやき）
28g入
自然の恵みがおいしくいただ
けるそのままの海苔です。豊か
な風味が味わえます。
練火焼 88441 594円

（内消費税44円）

特選焼海苔68パック入
8切5枚×68パック
全型42.5枚入
特撰焼海苔 35150 2,376円

（内消費税176円）

福岡から佐賀に広がる有明海の海域で、寒い時期
に海苔師が大切に育てる“一番摘み”の若芽を、
厚めに加工した海苔を買い付け、ていねいに焼き
上げました。見た目に、すこし曇りがあり「小穴」が
多いのは、若芽の細胞壁が薄く、繊維が細かいゆ
え、乾燥時に海苔の芽どうしが引き合うためです。

折り曲げると「ぱりんっ！」と弾けるように割れ、食べる
と歯切れがよく口の中に「うまみ」がひろがり、すっと
溶けていきます。まずは、そのままなにも
つけずにお召し上がりください。
この海苔のうまみを体験いた
だけます。

豊洲林屋の極上海苔 まずは、そのまま何も付けずにお召し上がりください。

青のり粉（10g入）
磯のり（16g入）
青のり粉 88401 324円

（内消費税24円）

磯のり 88402 324円
（内消費税24円）

羅臼昆布（150g）
【分厚く幅広タイプ】

十分な出汁とりのあと、佃煮に
も最適なムダ無く使える昆布
です。
羅臼昆布 00006 1,944円

（内消費税144円）

10帖ボール箱入
全型50枚（アルミパック入）×2
※林屋極上 80810 10,908円

（内消費税808円）

林屋特上 50510 7,668円
（内消費税568円）

鶴 40410 6,048円
（内消費税448円）

松 35360 4,968円
（内消費税368円）

5帖ボール箱入
全型50枚（アルミパック入）×1
※林屋極上 80410 5,508円

（内消費税408円）

林屋特上 50260 3,888円
（内消費税288円）

鶴 40210 3,078円
（内消費税228円）

松 35185 2,538円
（内消費税188円）

3帖ボール箱入
全型30枚（アルミパック入）×1
※林屋極上 80250 3,348円

（内消費税248円）

林屋特上 50160 2,376円
（内消費税176円）

鶴 40130 1,890円
（内消費税140円）

松 35115 1,566円
（内消費税116円）

5帖半切ボール箱入
半切100枚（アルミパック入）×1
※林屋極上 52410 5,508円

（内消費税408円）

林屋特上 52260 3,888円
（内消費税288円）

鶴 52220 3,078円
（内消費税228円）

※ご進物用商品には、数量分の手提げ袋をご用意いたします。

※林屋極上は販売中止とさせていただいております
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ご
家
庭
用

ご家庭用寿司海苔5帖半切パック
半切100枚（アルミパック入）
※林屋極上 52400 5,400円

（内消費税400円）

林屋特上 52250 3,780円
（内消費税280円）

鶴 52200 2,970円
（内消費税220円）

松 52175 2,430円
（内消費税180円）

52150 2,160円
（内消費税160円）

ご家庭用寿司海苔3帖半切パック
半切60枚（アルミパック入）
※林屋極上 32240 3,240円

（内消費税240円）

林屋特上 32150 2,268円
（内消費税168円）

鶴 32120 1,782円
（内消費税132円）

松 32105 1,458円
（内消費税108円）

32090 1,296円
（内消費税96円）

ご家庭用寿司海苔5帖8つ切パック
8切400枚（アルミパック入）
※林屋極上 58400 5,400円

（内消費税400円）

林屋特上 58250 3,780円
（内消費税280円）

※5帖丸缶の詰め替え用に、ご利用いただけま
す。九州有明産を中心に厳選した上級寿司海
苔を、おかずサイズにカットしてあります。適度
な塩加減を感じる甘みと、歯切れのよい海苔で
用意しております。海苔が大好きな方々の食卓
ではお楽しみいただける絶品です。

毎日の食卓に美味しい林屋の海苔を。家庭用シリーズ

ご家庭用寿司海苔5帖パック
全型50枚（アルミパック入）
※林屋極上 80400 5,400円

（内消費税400円）

林屋特上 50250 3,780円
（内消費税280円）

鶴 40200 2,970円
（内消費税220円）

松 35175 2,430円
（内消費税180円）

30150 2,160円
（内消費税160円）

ご家庭用寿司海苔3帖パック
全型30枚（アルミパック入）

※林屋極上 80240 3,240円 おどろき
その①

09000 2,592円
（内消費税240円） （内消費税192円）

林屋特上 50150 2,268円
おどろきその①は曇っていて、穴があるのが
特長です。厚みがありバリッという歯ごたえ。
味がよく、後は口の中でとけます！

（内消費税168円）

鶴 40120 1,782円
（内消費税132円）

松 35105 1,458円
（内消費税108円）

30090 1,296円
（内消費税96円）

●海苔の大きさについて

おむすびがすっぽり入る
大きさです。

ご飯を巻いて食べるのに
ちょうどいい大きさです。

約21cm×19cmです。

全型
半切

8切

太巻きが
巻けます！

おむすび！
手巻き！ ごはん！

※林屋極上は販売中止とさせていただいております

※林屋極上は販売中止とさせていただいております
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まろやかな甘味と旨み。
静岡県牧之原の指定茶園で生まれる

豊洲林屋の深むし茶。

深むし茶の中でもさらにおすすめの荒茶深むし茶発祥の茶産地牧之原の深むし茶

どうして緑茶の中でも深むし茶なのか？注目される緑茶効果
緑茶がもたらす健康への影響が再認識されています。緑茶を飲み
続けることによって、善玉菌の割合が増加し、生活習慣病を抑制す
る効果が期されていたり、科学的に証明されたわけではないです
が、ガン予防に効果があると言われるカテキンにも注目が集まって
います。

牧之原は台地になっており、日差しをさえぎるものがなく、日照時間
が非常に長いために、緑茶は栄養をたっぷりうけ葉肉が厚い、渋み
成分のカテキンたっぷりのお茶に育ちます。そこで、渋みを和らげ、
飲みやすくするために編み出された方法が、「深むし」と呼ばれる
製法です。
長時間蒸すことで茶葉の組織がぼろぼろになり、様々な成分が出や
すくなります。渋み成分カテキンと、細胞のかけらがくっつきあうこ
とで、渋みを感じにくく、飲みやすいお茶になるのです。
深むし茶は長時間蒸すため通常の煎茶より粉っぽくなりますが、
旨味や栄養を摂取するには、「深むし茶」がもっとも最適です。

静岡県で一般に飲まれているのは「深むし」と呼ばれる製法で作ら
れたお茶です。この深むし茶には、普通のお茶にはほとんど含まれ
ない、
●抗酸化作用のある　βカロテン
●血行促進作用や免疫機能改善効果のある　ビタミンＥ
●腸内環境を整える働きがある　クロロフィル
などの優れた成分が含まれています。

煎茶は見た目を良くするために茎や粉状の茶葉を取り除いています。
荒茶は、茎も茶葉の粉状の部分も入っていますから、より多くのお
茶の栄養成分を摂取できるのです。

商品に
ならない

荒茶はお茶の旨味がたくさん入っています。

茶
お き

く

粉茶
本

他

前
火
再

茶
荒

れ
入
火
ま
ま
の
そ
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飲食店向けですので、内容量が多い分、おしみなくご利用いただけます。

310100 煎茶（松） 100g 1,080円（内消費税80円）

320150 煎茶（竹） 200g 1,620円（内消費税120円）

310200 林屋極上深むし茶 100g 2,160円（内消費税160円）

220150 荒茶（特撰） 200g 1,728円（内消費税128円）

220100 荒茶（正喜撰） 200g 1,188円（内消費税88円）

000004 徳用荒茶 400g 1,188円（内消費税88円）

620160 かりがね茶（上級茎茶） 200g 1,728円（内消費税128円）

104050　つゆひかり（ティーバッグ）
60g（4g×15）　594円（内消費税44円）

114050　緑茶（ティーバッグ）
80g（4g×20）　594円（内消費税44円）

430100 抹茶入玄米茶 300g 1,188円（内消費税88円）

450100 玄米茶 500g 1,080円（内消費税80円）

550100 ほうじ茶 500g 1,242円（内消費税92円）

150100 お寿司屋さんの粉茶 500g 1,188円（内消費税88円）

特別栽培茶旨いっ茶（荒茶仕立て）
210100 100g 1,080円（内消費税80円）
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深むし煎茶詰め合せセット
セット品番 320210（2本入） 330320（3本入）
内容 煎茶（松）100g
価格 2本入：2,268円（内消費税168円）

3本入：3,456円（内消費税256円）

※"特別栽培茶旨いっ茶"との組み合わせも可能です。

深むし茶・抹茶入玄米茶缶セット
内容 ①深むし煎茶缶入100g、

②抹茶入玄米茶缶入100g
※特別栽培茶旨いっ茶との組み合わせも可能です。

③特別栽培茶旨いっ茶缶入100g

①＋②　
セット品番
価格

720200
2,376円（内消費税176円）

①＋③
セット品番
価格

720260
2,808円（内消費税208円）深むし茶のおいしい入れ方

お湯の場合 冷茶の場合

❶ポットのお湯を茶わんに
　入れます
（荒茶80～90度・煎茶70～80度）

❷お茶の葉を急須に入れます
（大さじ2杯。5人で10g）

❸茶わんのお湯を急須に
　入れます

❹30秒位待ちます

❺廻しつぎし、お茶は
　絞りきります

深むし茶は、水でもお湯でもおいしくいただけます。

❶急須に茶葉を入れます。
（茶葉の量は、1人分4～5ｇ。
　お湯で通常に出す時よりも多めに
　してください。）

❷お湯を湯冷ましなどで、
　70～80℃位まで冷まします。

❸冷ましたお湯を急須に注ぎ、
　約1分ほど、お茶の葉が開く
　まで静かに待ちます。

❹茶葉が開いたら、
　氷を入れたティーグラスに、
　氷の上から注ぎます。
（量と濃さが均等になるように
　廻し注ぎしてください。）

●水について
水道水を使用する場合
水道水には滅菌するためカルキが入っています。そのカルキ臭を消すには
一度沸騰したらさらに5分ほど沸騰させて適温にさましたものを使用して
ください。この他カルキ臭の除去には浄水器の利用や水の汲み置きなど
があります。

市販のミネラルウォーターを使用する場合
表示を確認して硬度が比較的低いものを選んでください。

●お茶と湯温の関係
水道水を使用する場合
お湯の温度が高いほど苦・渋味が出過ぎて味のバランスが悪くなるため、
湯ざましする必要があります。
・湯温が80℃以上になると苦渋味成分がたくさん浸出します。
・湯温が60℃以下になると苦渋味成分は穏やかに浸出します。
・低い温度（水）になると旨味成分のアミノ酸が浸出しやすくなり
ます。

※ご進物用商品には、数量分の手提げ袋をご用意いたします。
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お届け先お名前・ご住所 商品コードまたは品名 数量 のし 手提袋

1

お名前
フリガナ

要
・
不
要

・お中元
・お歳暮
・赤無地
（用途をお伝え下さい）

・志（仏事）
・他（　　　　）

手提紙袋（大）×

　　〃　（中）×

ポリ手提（小）×
（箱無パック製品用）

ご住所

〒

備考 配達希望日時
　　　月　　　日　　　時〜　　　時

2

お名前
フリガナ

要
・
不
要

・お中元
・お歳暮
・赤無地
（用途をお伝え下さい）

・志（仏事）
・他（　　　　）

手提紙袋（大）×

　　〃　（中）×

ポリ手提（小）×
（箱無パック製品用）

ご住所

〒

備考 配達希望日時
　　　月　　　日　　　時〜　　　時

3

お名前
フリガナ

要
・
不
要

・お中元
・お歳暮
・赤無地
（用途をお伝え下さい）

・志（仏事）
・他（　　　　）

手提紙袋（大）×

　　〃　（中）×

ポリ手提（小）×
（箱無パック製品用）

ご住所

〒

備考 配達希望日時
　　　月　　　日　　　時〜　　　時

4

お名前
フリガナ

要
・
不
要

・お中元
・お歳暮
・赤無地
（用途をお伝え下さい）

・志（仏事）
・他（　　　　）

手提紙袋（大）×

　　〃　（中）×

ポリ手提（小）×
（箱無パック製品用）

ご住所

〒

備考 配達希望日時
　　　月　　　日　　　時〜　　　時

5

お名前
フリガナ

要
・
不
要

・お中元
・お歳暮
・赤無地
（用途をお伝え下さい）

・志（仏事）
・他（　　　　）

手提紙袋（大）×

　　〃　（中）×

ポリ手提（小）×
（箱無パック製品用）

ご住所

〒

備考 配達希望日時
　　　月　　　日　　　時〜　　　時

ご注文方法

返品、請求・お支払、送料について

お手数ですが、よくお読みのうえ、お申し込みください。ご注文受
付後、5日以内に商品を発送いたします。下記の①〜④のいずれ
かの方法でお申し込みください。またご依頼主様宅以外のお届先
がある場合は①〜③の方法で、お申し込みください。

お申し込みの際必ずご依頼主様の住所、電話、名前を明記ください。
● 注文書を受取後、必ず確認の連絡をいたします。
● ご依頼主様宛以外への発送は、ご依頼主様名で発送いたします。
● 熨斗紙の必要な方は、ご指定ください。
● ご希望の配達日・時間を、お知らせください。
●手提袋、ポリ手提は有料となります。
　・手提袋（小、大）・・・55円（税込）　・ポリ手提（小）・・・11円（税込）
　※必要な場合は、ご注文の際にお申し付けください。
　※ご進物用商品には、数量分の手提げ袋をご用意いたします。

ポリ手提（小）※箱なしパック製品用
270mm（幅）×360mm（高さ）
手提紙袋（中）
258mm（幅）×268mm（高さ）×100mm（襠）
手提紙袋（大）
338mm（幅）×350mm（高さ）×120mm（襠）

＜返品について＞
●一部商品を除き、返品可能です。
●万一商品間違い、不良品の発生がありました際は送料着払い

でご返送ください。至急調査確認後交換商品を発送いたし
ます。

●お客様の都合による返品は、送料をご負担いただきます。

＜請求・お支払について＞
● ご依頼主様に請求書及び郵便・コンビニ振込用紙を送付い

たします。（郵便・コンビニ振込手数料は、当店で負担いたします）

● 払込用紙のバーコードをスマートフォンのアプリで読み込み、
お支払いいただけます。
（ご利用可能なアプリサービス）
LINE Pay、楽天銀行、PayPay、au PAY、d払い、PayB、ゆうちょ
Pay、J-Coin
※ アプリ決済サービスでお支払い後、コンビニ店頭などでお支払い

されないようご注意ください。

●代引（商品引換えお支払）、銀行振込をご希望の方はお申し
付けください。（代引は手数料￥550（内消費税50円）を、銀行振込の方
は振込手数料をご負担いただきます）

●商品到着後、10日以内にお支払ください。

※パンフレットの商品写真は、印刷の都合上、実際の色とは異なることがあります。
※各商品の外容器等のデザインを予告なく変更することがありますが、当該商品をご注文いただきました際に、確認申し上げます。

＜送料について＞
●送り先一ヶ所に税込商品代金32,400円以上のお届け

の場合は、当店負担になります。
●佐川急便・ヤマト運輸・ゆうパックのいずれかで発送

いたします。

東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、
群馬、山梨、新潟、長野、宮城、山形、
福島、富山、石川、福井、静岡、愛知、
三重、岐阜、青森、秋田、岩手、大阪、
京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫

680円
（内消費税61円）

岡山、広島、山口、鳥取、島根、香川、
徳島、愛媛、高知

940円
（内消費税85円）

北海道、福岡、佐賀、熊本、大分、長崎、
宮崎、鹿児島、沖縄

1,100円
（内消費税100円）

①ホームページよりご注文ください。

【https://www.sushi-nori.co.jp】

②注文書に必要事項をご記入の上、下記へご郵送ください。
【〒135-0061東京都江東区豊洲6-5-1-4F 株式会社林屋海苔店】
③注文書に必要事項をご記入の上、右記へ送信してください。【FAX.03-6633-0883】
④右記へお電話の上、ご注文ください。【TEL.03-6633-0884】

豊洲林屋 検索
ショッピングサイトでは、クレジットカード決済サービスが
ご利用いただけます。

当店を初めてご利用のお客様へ
お支払い方法につきましては、代引引換（手数料税込み550円をご負担いただきます）、またはインターネットからのご注文によるクレ
ジットカードでのお支払いとさせて頂いております。



注 文 書
お手数ですが、必ず下欄にお忘れなくご記入ください。

ご依頼主

お名前
フリガナ

様

ご住所
〒

TEL 　　　（　　　） FAX 　　　（　　　）

都道
府県

区市
郡

※商品コード番号のわかるものは、品名を省略
して結構です。

※配達希望日時を指定される方はご記入をお
願いします。

※ご依頼主様宛お届けの場合は、お届け先はご
記入いただかなくて結構です。

※のしの欄は、ご指定があるときのみ○で囲ん
でください。(シールの貼付となります。）

※手提袋が必要な方は、枚数をご記入下さい。

お
支
払
方
法

ご注文確認用連絡先
電話番号

ご担当者名

□ コンビニ
郵便振替

□ 銀行振込

□ 代金引換

お届け先お名前・ご住所 商品コードまたは品名 数量 のし 手提袋

1

お名前
フリガナ

要
・
不
要

・お中元
・お歳暮
・赤無地
（用途をお伝え下さい）

・志（仏事）
・他（　　　　）

手提紙袋（大）×

　　〃　（中）×

ポリ手提（小）×
（箱無パック製品用）

ご住所

〒

備考 配達希望日時
　　　月　　　日　　　時〜　　　時

2

お名前
フリガナ

要
・
不
要

・お中元
・お歳暮
・赤無地
（用途をお伝え下さい）

・志（仏事）
・他（　　　　）

手提紙袋（大）×

　　〃　（中）×

ポリ手提（小）×
（箱無パック製品用）

ご住所

〒

備考 配達希望日時
　　　月　　　日　　　時〜　　　時

3

お名前
フリガナ

要
・
不
要

・お中元
・お歳暮
・赤無地
（用途をお伝え下さい）

・志（仏事）
・他（　　　　）

手提紙袋（大）×

　　〃　（中）×

ポリ手提（小）×
（箱無パック製品用）

ご住所

〒

備考 配達希望日時
　　　月　　　日　　　時〜　　　時

4

お名前
フリガナ

要
・
不
要

・お中元
・お歳暮
・赤無地
（用途をお伝え下さい）

・志（仏事）
・他（　　　　）

手提紙袋（大）×

　　〃　（中）×

ポリ手提（小）×
（箱無パック製品用）

ご住所

〒

備考 配達希望日時
　　　月　　　日　　　時〜　　　時

5

お名前
フリガナ

要
・
不
要

・お中元
・お歳暮
・赤無地
（用途をお伝え下さい）

・志（仏事）
・他（　　　　）

手提紙袋（大）×

　　〃　（中）×

ポリ手提（小）×
（箱無パック製品用）

ご住所

〒

備考 配達希望日時
　　　月　　　日　　　時〜　　　時

区市
郡

区市
郡

区市
郡

区市
郡

区市
郡

TEL　　　　　（　　　　　　）

TEL　　　　　（　　　　　　）

TEL　　　　　（　　　　　　）

TEL　　　　　（　　　　　　）

TEL　　　　　（　　　　　　）

都道
府県

都道
府県

都道
府県

都道
府県

都道
府県

様

様

様

様

様

株式会社 林屋海苔店 TEL.03-6633-0884　 FAX.03-6633-0883

切
り
取
り
線



ご注文はこちらへ
TEL.03（6633）0884
FAX.03（6633）0883

東京都鮨商組合推薦店

〒135-0061 東京都江東区豊洲 6-5-1-4F 
E-mail info@sushi-nori.co.jp


