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●下記アンケートにお答えいただいた方のなかから、抽選で30名様に、
 「熊本の牧場の牛乳乳製品セット」を差し上げます。

質  問 A B C
1 熊本の酪農家の、復興への思いに共感した はい どちらでもない いいえ

2 指定団体の重要な役割に理解が深まった はい どちらでもない いいえ

3 レシピを作ってみたいと思った。または実際に作ってみた はい どちらでもない いいえ

4 牛乳をいつも飲んでいる。またはもっと飲もうと思った はい どちらでもない いいえ

編集・発行 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-6-1 堀内ビルディング 4 階

●応募方法
 ハガキで アンケートの回答を明記のうえ、①住所・②氏名・③年齢・④性別・⑤電話番号・⑥冊子の入手場所・

⑦記事へのご意見や感想⑧ご希望のプレゼント（A・Bのいずれか）をご記入いただき、下記「ミルククラブ特別版
アンケート係」宛へお送りください。
〒141-0032 東京都品川区大崎4－3－12 （有）ジーハウス（ミルククラブ特別版アンケート係）行

 webで　①milk@ghouse.jp 宛に空メールを送信（タイトル・本文は空欄でお送りください）。
②アンケート用のメールが届きます。　③メールに記載されているURLをクリックし、表示されたページでアン
ケート回答と応募要項をご記入のうえ送信ボタンを押してください。

※携帯電話・スマートフォンからは右のQRコードでもアクセス可能です。
※右記アンケートフォームからでもご回答いただけます。 www.ghouse.jp/milk/
※応募締め切り：2017年5月14日(日）
※プレゼント応募者が多数の場合は抽選とし、当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

本誌への投稿、応募に記載の個人情報は、当事務局からの連絡、賞品発送に利用する以外には使用しません。
また、郵便物、Eメール等は適切に管理し、使用後は破棄します。

※上記の牛乳乳製品セット等を紹介している日本唯一の酪農専門フリーマガジン「MILK CLUB」は、
中央酪農会議のホームページ（http://www.dairy.co.jp/）からご覧いただけます。

（あるいは、「ミルククラブ一覧」で検索してみてください。）

熊本地震にかかわる義援金により
ご支援いただいた皆様に対して、

酪農家・関係者一同、
心より深くお礼申し上げます。

熊本県阿蘇郡西原村
（有）山田牧場「ミルクの里」
山田牧場お試しセット
内容●「山田さんちの」牛乳・カフェラテ（200ml 各 1 本）●同ヨー
グルト（100g × 4 個）●同バター（450g ×1 箱）●同牛乳そうめ
ん（250g ×1 袋）●焼きドーナツ１個

熊本県阿蘇郡西原村
らくのうマザーズ 阿蘇ミルク牧場
おすすめ乳製品＆ミート６点セット 
内容●馬蹄フランク（１個）●ガーリックウィンナー（３本×１袋）
●あらびきウィンナー（３本×１袋）●有塩バター（瓶・200 ｇ×１個）
●カマンベールチーズ（120 ｇ×１個）●あそ野プレーン（ゴーダ）チー
ズ（100 ｇ×１個）

30
名様
30
名様

熊本の牧場の
牛乳乳製品セットを
熊本の牧場の
牛乳乳製品セットを

ミルクジャパン 検索

Ⓒ 2010 熊本県くまモン
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エサや水をせがみ、お乳を搾れと鳴き出します。
　牧場のある西原村では、地震の影響で電気も水道も停まってい
ました。大川さんは、軽トラックに５００ℓタンクを積み、牧場と水
源を何往復もしながら、31頭の牛たちに水を飲ませ続けました。
　そして、乾草などの粗飼料だけをエサとして与えました。搾乳
できない状況でいつものように栄養豊富なエサを与え、牛が乳
房炎になるのが心配でした。結局、搾乳作業ができたのは、震
災後丸一日経って、発電機を借りられてからのことでした。
　その後、らくのうマザーズの支援により、牛たちは家畜市場
に避難することができましたが、結局、ほとんどの牛を売却し
なければなりません
でした。
　2016年11月末時点
で、再開に向けて牛舎
の修繕や増築などの
工事を行っています。
完成すれば新しい牛
たちがやってきます。
今年は、震災前と同
様、奥様と二人で牛を
世話する大川さんの
姿が見られることで
しょう。

夢を見据えて前へ進むのみ

牛舎が倒壊、店舗も損壊
　山田さんは、１９７６（昭和51）年に酪農業
を開始し、乳牛総頭数150を数える牧場に育
て上げました。また、独自商品の製造・販売や
地産地消を取り入れたレストラン経営など、６
次産業化にも早くから取り組んできました。

　山田牧場では、今回の地震で創業時に建てた牛舎が倒壊。
さらに、アイスクリームの店舗やレストランが損壊、ミルク
プラントをはじめとする設備が損傷するなど大きな痛手を被
りました。
　山田さんは、12日間も体育館に避難しながら牛たちの面倒
を見続けました。電気が来ないので発電機を借りて搾乳しまし
たが、せっかく搾った生乳は、集乳車が来れないために廃棄せ
ざるを得ませんでした。
　しかし、夏にはアイスクリームの店舗を再開。牛舎は今年
の３月までに立て直し、新たに搾乳ロボットを２台導入する
予定です。

震災後も変わらぬ積極経営
　酪農業を開始して以来、山田さんは、特色ある酪農にこだ
わってきました。例えば、飼料には自家育成した作物を使っ
ており、牛が排出した糞尿から堆肥を作り、その肥料を使っ
て作物を育てる循環型農業にも取り組んでいます。
　将来的には、飼料用作物のすべてを有機農法で育て、オー
ガニック牛乳を製造・販売できないか考えています。オーガ
ニック牛乳から乳製品を作れば、他社商品との差別化もでき
ます。
　いち早く６次産業化に取り組んできた山田さんは、常に時
代の変化を先取りし、酪農経営に活かしてきました。震災後
１年も経たない時期に搾乳ロボットを導入するのも、そうし
た経営理念によるものです。
　地震に見舞われたとはいえ、一大観光地である阿蘇や熊本
空港が近くにあるという地の利はそのままだと山田さんは言
います。先取りの経営と牧場のロケーションを活かすこと
で、牧場経営はうまくいくと山田さんは確信しています。
　現在、山田さんは、今春ごろの完全復旧を目指して日夜頑
張っています。山田牧場の今後の展開が楽しみです。

　昨年の４月14日に大きな地震に見舞われた熊本県は、16日の
深夜、再び強い揺れに襲われました。熊本県でも特に酪農の盛
んな西原村などでは震度７を観測。多くの酪農家が被害を受け
ました。
　被災地では、交通網が寸断され、水道や電気が止まりました。
水道が止まれば当然、牛に水を与えられません。電気がなければ
搾乳機が使えません。たとえ搾乳ができたとしても出荷できなけ
れば、生乳を廃棄しなければなりません。一刻も早い救援が待た
れました。
　酪農家が生産した生乳を集める「熊本県酪農業協同組合連合
会」（らくのうマザーズ）と、九州地域の指定生乳生産者団体と
して、その生乳を乳業メーカーに販売する「九州生乳販売農業
協同組合連合会」（九州生乳販連）は、震災の影響を最小限に
抑えようと奮闘しました。

再び牛たちとの日々が始まる

　小高い丘の上にある大川牧場は、地震で大
きな被害を受けました。牧場の敷地には、幾
筋もの地割れが走り、飼料の入ったタンクは倒
れ、農業機械は陥没した地面とともに落ちま
した。
　牛舎は倒壊を免れたものの、コンクリートに

亀裂が入り、床が波打ってしまいました。こうした状況にあって
も牛たちは、意外なほど落ち着いていましたが、時間が経てば

40年前に建てた40頭牛舎が全壊しました。 山田牧場では18haの畑にトウモロコシ（牛の飼料）を作付けしており、大型のハーベスターを使って
収穫しています。

㈲山田牧場 ● 山田  政
ま さ

晴
は る

さん

　らくのうマザーズは、地元の方々と協力して被災地から牛を
移動させるなど、窮地に立った酪農家をすばやく支援しました。
九州生乳販連は、他の指定生乳生産者団体に支援を要請。全
国のミルクタンクローリー（生乳を輸送する車）に助けられ、被
害は最小限に抑えられました。こうした組織や地元の方々の協
力もあり、被害の大きかった西原村の酪農家の皆さんは、誰一
人廃業することなく再建や再開に向けて頑張っています。

らくのうマザーズと九州生乳販連は、一丸となって地震被害に対応しました。

大川牧場 ● 大川  充
み つ

洋
ひ ろ

さん 

支援に感謝して牧場再建へ

　熊本地震で斉藤さんの自宅は全壊しまし
た。ご家族は無事でしたが、牛たちが心配に
なって牧場に行くと牛舎が潰れていました。
50頭ほどいた牛たちは、床と屋根の間にでき
た空間に寄り添うように集まっていました。
　斉藤さんは、酪農仲間や消防団などの協力

を得ながら、借りた土地に運動場を設けて牛たちを運び入れ
ました。牛たちはその後、らくのうマザーズの支援により家畜
市場に移動。家畜市場では、仮設の搾乳施設で大川充洋さん
（上記に登場）とともに搾乳作業を行いましたが、いつまでも
家畜市場に牛を置いておくこともできず、競りにかけて売却

するしかありませんでした。
　震災で生活の場と暮らしの糧を無くした斉藤さんですが、
希望は失っていません。空き家を借りて移り住み、牧場に仮
の牛舎を建て、わずかですが残った牛を飼い始めています。
現在は牧場の再建に向けて資金のメドも立ち、新しい牛舎の
設計図ができたところです。
　西原村の酪農家の皆さんは、みんなで助け合いながら、一
人も廃業することなく頑張っています。また、農業団体や
国、行政など、たくさんの支援のお陰でここまで来られたの
で、そうした支援に応えるためにも斉藤さんは、しばらくは
頑張るつもりです。今年には、斉藤牧場に30頭規模の牛舎が
誕生します。震災前のように50頭規模に復活する日も、そう
遠いことではないかもしれません。

斉藤牧場 ● 斉藤  実
みのる

さん

このタンクを車に積んで牧場と水源を何往復
もしました。地震で地盤が陥没しました。牛舎が倒れなかったのが不思議なくらい。

仮設牛舎を前に、再建へ意欲満々の斉藤さん。地震で倒壊した牛舎。落ちた屋根の下で、牛たちは身を寄せ合っていました。

九販連 販売部部長
稗島さん

らくのうマザーズ 営農推進課
奥村さん

らくのうマザーズ 本部長
小池さん

らくのうマザーズ 指導課
南部さん

らくのうマザーズ 指導課
児島さん

踏ん張れ！熊本の酪農

心ひとつ、力合わせて復興へ
特集
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2017年2月17日
熊本地震からの復興を支援
「わくわくモーモースクール」

　おいしく安全・安心な牛乳が消費者の皆さんのもとへ届く
まで、いろいろな人に支えられています。
　まず牧場では、酪農家が毎日、乳牛からミルク（生乳）を搾
ります。牛は乳を出すことを休みませんから、毎日搾乳しなけ
ればなりませんし、搾乳した生乳は、栄養が豊富な反面日持
ちがしなくて保管しにくい液体であるという特性のため、でき
るだけ早く出荷しなければなりません。牛の世話や管理に忙し
い酪農家が毎日、乳業メーカーに出荷するのは大きな負担で
す。その出荷を担っているのが、指定生乳生産者団体（指定
団体）とそれを構成している生産者団体（酪農協など）です。
　専用のタンクローリーで各牧場を回って生乳を集め、乳業
メーカーの工場に運びます。地域内の牧場の生乳を集めて各
乳業メーカーに輸送することで、それぞれの牧場で生産され
る生乳の供給量の変動にも、乳業メーカーからの需要量の変
動にも対応し、販売先や量の調整を行い、生産された生乳を
一滴も無駄にすることなく、販売します。
　また、広い範囲の牧場から集めた生乳をまとめて輸送する
ことで効率的になり、輸送コストも削減しています。
　牧場から乳業メーカーに至る各工程で、風味、温度、成

分や細菌数などを検査し、品質の保持、安全性の確保を徹
底して行っています。

　生乳は、毎日搾らなければならず、搾ったらすぐ冷して、
乳業工場へ輸送しなければなりません。道路や電気などラ
イフラインの障害の影響をすぐに受ける農
産物です。
　そのため、指定団体は、各牧場の生産量
や乳業工場の処理量の変動に対応して、臨
機応変なルートの組み替えなどを平時から
実施。だからこそ、災害時の通行可能なルー
トへの変更も、機敏に対応できたのです。

　熊本県内には６つの乳業工場があり、震源から近く被害の
大きかった熊本市、菊池市に４工場が集中。4 月 14・16 日
の地震で、そのすべてが稼働停止となりました。
　牧場から集めてきた生乳は、乳業工場で牛乳や乳製品に
加工しなければ、流通させることはできません。乳業工場
がストップすると、即座に大きな影響を受
けます。
　そこで、受け入れてくれる工場を広域で探し、
熊本県南部の生乳は宮崎県内の乳業工場に、
また四国の乳業工場にも処理を依頼しまし
た。県や九州域内の枠を超え、広域で連携
する指定団体だからできる対応です。

　日本随一の生乳生産を誇る北海道。北海道の指定団体ホ
クレンは、普段からミルクタンクローリーで関西まで生乳
を輸送しています。熊本地震では、道路の不通や渋滞でミ
ルクタンクローリーの回転率が低下し、台数が不足。そこ

で九州の指定団体である九販連
がホクレンに応援を要請。北海
道のミルクタンクローリーが関
西からさらに熊本までやって来
て活躍しました。
　そして、ホクレンに加え、全
国農業協同組合連合会、全国酪
農業協同組合連合会も、応援の

ミルクタンクローリーを手配。全国で連携
して、被災地の酪農家と乳業者を支援した
のです。

　道路網の寸断に対応した臨機応変な集乳ルートの変更、
県内や九州の枠を越えた広域での乳業工場の確保、そして
全国挙げてミルクタンクローリーを出動させる支援体制。
　このような、指定団体が広域で連携しあい、生乳を無駄な
く処理できる仕組みをフルに生かした対応によって、熊本地
震での廃棄乳は 700ｔほどに抑えられました。もし、個々の
酪農家が独自に乳業者に生乳を届ける仕組みだったら、廃棄
乳は何千ｔもの量に上っていた可能性もあります。
　牛から搾った生乳を残らず、安全安心に、
飲む人のもとまで届けたいという思いを実
現するために、酪農家、農協、指定団体、
乳業メーカーが協力して、長年築き上げて
きたシステムによって、牛乳の安定供給と
価格の安定が実現できているのです。

西日本有数の酪農地帯を襲った熊本地震。道路が寸断されて物資の輸送が
困難になり、また多くの建物が倒壊し、乳業工場も稼働停止に。そんなとき、
酪農家やその仲間たちは、どうやって牛乳を守ったのでしょうか。

安全でおいしい牛乳が届くまで！
教えて、
牛乳のこと

ミルクタンクローリーは、遠く北海
道からも応援に。
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九販連（九州地域の指定団体）
代表理事常務

山口  昌春さん

九販連 配乳担当
大久保 誠太郎さん

九販連  販売部部長

稗島  喜美男さん

らくのうマザーズ
生産本部 本部長

小池  泰隆さん

　「わくわくモーモースクール」は、酪農家が乳牛
を連れて小学校等で「出前授業」を行い、食とい
のちの学びを支援する活動です。2011年の東
日本大震災以降、乳牛や酪農家とのふれあいを
通じ、被災した子どもたちの心を癒すことを主な
目的に指定団体が中心となって実施されており、
今回は昨年の熊本地震の復興支援として開催。
熊本市立帯山西小学校に、全国の酪農家31名
と牛たちが訪問、子どもたちが牛や山羊、羊にふ
れたり、搾乳、バター作りなどを体験。驚きと笑顔
あふれる一日となりました。

道路と飼料倉庫内に断層が走り1mの段差が発生。自衛隊に支援していただいた。

Q&A 災害を乗り越えた仲間たち

毎日買う新鮮な牛乳。私たちのところに、
どのようにやって来るの？

地震で道路が寸断されたなか、
どうやって牧場から生乳を集めたの？

乳業工場は被災したの？
どんなふうに対応したの？

北海道からもミルクの輸送車が応援に
来てくれたって本当？

他の農産物は災害や気象変動で
値上がりすることもあるけれど、
牛乳はどうして価格が変わらないの？

日本の牛乳は、
日本でつくる。
〜牛乳は国産100％〜
これからも、日本酪農への応援と
牛乳のご愛飲をよろしくお願いします。

●牧場から生乳を集め、乳業メーカーと価格交渉、酪農家の経営安定に貢献
※酪農家が行なう創意工夫へも対応（6次産業化等）
●各牧場の立地などを考慮して、より効率的な輸送ルートを設定し、生乳輸送コストを低減
●日々変動する生乳の生産量や乳業工場ごとの需要量に対し、生乳を廃棄せず売り切り、機動的
に需給調整

●安全・安心のため、酪農家段階での動物用医薬品などの使用に関する記帳・記録を推進、定期的に
使用実態調査や残留状況など検査を実施。認証を受けた検査施設で、各牧場の生乳検査も行う。

●消費者等へ向けて、酪農理解醸成活動（「酪農教育ファーム（わくわくモーモースクールなど）」）
を実施

牛乳・乳製品の安定供給

製品の安全性の確保

製品の価格安定

酪農家の経営安定

酪農理解醸成活動

指
定
団
体
の
重
要
な
役
割

乳牛たちは、子牛を産んで
初めてミルク（生乳）を出します。

ミルカー（搾乳機）

乳成分や細菌数検査

乳業工場

搾られ低温貯蔵された
生乳は、専用のタンク
ローリーで各酪農家を
回って、クーラーステー
ション（大型冷蔵貯乳タ
ンク）に集められます。

指定生乳生産者団体（指定団体）は、酪
農家が搾った生乳を集めて検査し、安
全を確認した上で工場に納入します。酪
農家が高品質な生乳生産に集中できる
よう、代わりに販売する大切な役割を
担っています。

乳業メーカーは、生乳から牛乳や乳製品などを作っ
ています。納入された生乳の安全は確保されてい
ますが、さらに独自の検査をしたり、商品の出荷前
にはもう一度細菌や風味などの検査をします。

牛乳パックの充填ライン加熱殺菌機

運ばれた生乳はクー
ラーステーションで、さ
まざまな安全チェック
のための検査がされ
ます。

検査で合格した牛乳は保冷車
で出荷され、搾り立てのおいし
さを皆さまの元へお届けして
います。

牧場では酪農家が、牛が暮らす環
境を守り、愛情をもって牛を育て、
健康を守り、生乳※を搾っています。
※牛から搾ったそのままのお乳のこと
です。

安全・安心な牛乳が届くまで
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作り方
❶	鍋に水、粉寒天を入れてかき混ぜ、中火で2分
加熱する。

❷	❶に砂糖を入れ溶かしたら、火を止めて、牛
乳と練乳をゆっくり加えて混ぜる。

❸	いちごを1㎝角切りにして型に入れ、❷をゆっ
くり注ぐ。泡があったらとる。粗熱がとれたら
冷蔵庫で冷やす。

牛乳たっぷりレシピで健やかに！軽やかに！

春のミルク・レシピ
春も牛乳で
元気いっぱい！

料
理
研
究
家 

佐
藤
わ
か
子
先
生

お
す
す
め
メ
ニ
ュ
ー

お
す
す
め
メ
ニ
ュ
ー

で、春ときめきのパスタ！

あさりと春野菜の
トマトクリームパスタ
（1人分のエネルギー 664Kcal）

材料（1人分）
パスタ（1.6㎜）………………………………80g
あさり………………………………………150g
ベーコン（1㎝幅に切る）……………………10g
玉ねぎ（みじん切り）………………………1/8個
白ワインまたは日本酒……………大さじ1と1/2
トマト水煮缶（カットタイプ）……………150g

薄力粉……………………………………小さじ1
牛乳………………………………………100ml
アスパラガス（根元の固い皮をピーラーでむき、
5㎝の斜め切り）………………………………1本
ブロッコリー（小房に分ける）………………30g
スナップエンドウ（半分に切る）……………3個
にんにく（みじん切り）……………………1/2片
オリーブオイル…………………………大さじ1
塩……………………………………小さじ1/4強
パルメザンチーズ……………………………適量

作り方
❶	フライパンに、にんにく、オリーブオイルを入れて弱火に
かけ、香りが出たらベーコンを炒める。軽く色づいたら玉
ねぎを入れ、しんなりするまで炒める。あさり、白ワイン
を入れて蓋をして、あさりの殻が少し開いたら、すばやく
取り出す。

❷	❶に、トマト（水煮缶）を入れ、弱火で5分ほど火にかけ
る。薄力粉を入れて、よくかき混ぜ、牛乳を少しずつ加え
る。とろみがついたら、あさりを入れ、塩で味を調える。

❸	別の鍋にたっぷり湯を沸かし、多めの塩（分量外）を入れ
てパスタを入れる。茹で上がり3分前にブロッコリー、2分
前にアスパラガスとスナップエンドウを入れ、パスタとと
もにザルにあける。

❹	❸の水気をしっかり切り、❷を加え、中火で30秒ほどよく
絡ませてから器に盛る。最後に、パルメザンチーズをの
せる。

を、エスニック風味で！

れんこんと新じゃがいもの
グリーンカレーグラタン

（1人分のエネルギー 279Kcal）

材料（2 人分）
れんこん………………………………50g
じゃがいも…………………………中2個
サラダ油……………………………小さじ1
グリーンカレーペースト………………15g
牛乳…………………………………200ml
ココナッツミルク……………………50ml
薄力粉………………………………大さじ1
塩………………………………………少々
溶けるチーズ……………………………25g

に、おしゃれなソースを！

タケノコと菜の花の
明太クリームかけ
（1人分のエネルギー 319Kcal）

材料（1人分）
タケノコ（食べやすい大きさに切る）
……………………………………………50g

作り方
❶	鍋にだし汁、しょうゆ、みりん、塩を入れてひと煮立ちさせ、タケノコ
を入れて5～10分煮る。だし汁にそのままつけて冷ましておく。

❷	クリームチーズは、耐熱容器に入れ、ラップをせずに600Wのレン
ジで20秒加熱し、かき混ぜてなめらかにしておく。

❸	別の鍋にお湯を沸かし、塩（分量外）少々を入れ、菜の花と、さやか
ら出したそら豆をやわらかくなるまで茹でる。菜の花は5㎝長さに
切り、そら豆は皮をむく。

❹明太子は薄皮に切り目を入れて中身をしごきとり、ボウルに入れる。
牛乳、❷のクリームチーズ、しょうゆ、レモン汁を加えて混ぜる。

❺	器に❶❸を盛り、❹をかける。

だし汁…………………………………200㏄
しょうゆ、みりん…………………各小さじ1
塩………………………………………少々
クリームチーズ…………………………35g
菜の花……………………………………70g
そら豆……………………………………4本
明太子……………………………………60g
牛乳…………………………………大さじ2
しょうゆ、レモン汁……………………各少々

で、かわいいスウィーツ！

いちごのミルク寒天
（1人分のエネルギー219Kcal）

材料（15㎝角の流し缶、約 4人分）
いちご………………………………………200g
水…………………………………………200ml
粉寒天…………………………………………4g
砂糖……………………………………………60g
牛乳………………………………………400ml
加糖練乳…………………………………大さじ2
【いちごソース】
いちご（縦4等分にする）……………………70g
砂糖……………………………………………40g
レモン汁…………………………………小さじ1

作り方
❶れんこんとじゃがいもは皮をむき、5mm厚さに切る。（水
にさらさないようにする。）

❷	鍋にサラダ油、グリーンカレーペーストを入れて弱火に
かける。香りが出たら、牛乳を少しずつ加え、カレーペー
ストをなじませて、ココナッツミルクを入れる。れんこん
とじゃがいもを加えて、ある程度火が通るまで蓋をして
煮る。

❸	❷に薄力粉と牛乳大さじ2（分量外）を合わせたものでと
ろみをつけ、塩で味を調える。

❹	❸を耐熱容器に入れ、溶けるチーズをのせる。200℃の
オーブンで焼き色がつくまで10分ほど焼く。
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❹次にソースを作る。耐熱容器にソース用のいち
ご、砂糖を入れ、ラップをせずに600Wのレンジ
で2分、さらにかき混ぜて1分加熱した後、レモ
ン汁を加える。粗熱をとる。

❺❸を切り分けて、器に盛り、❹をかけて出来上
がり。

の
特産品
いっぱい！

熊本熊本

熊本
特産 あさり タケノコ

レンコンいちご

あさり タケノコ
レンコンいちご

あさり タケノコ
レンコンいちご

熊本
特産

熊本
特産

熊本
特産

あさり タケノコ
レンコンいちご


