
●寸法／790（幅）×690（奥）×1120～1430
（ 高 ）m m  ●風 力 調 整 ／ 3 段 階（ 強・中・弱 ）　 

●羽／435（径）mm　●コード長／約1.8m　●質
量／5kg　●消費電力／80/95W（50/60Hz） 
●電源／AC100V（50/60Hz共用）　●使用温度
範囲／0～40℃　●左右自動首振り機能付（約75°）　 

●上下角度調整4段階（手動）　

●�スパイラル形状の前カバーを付けるこ
とで強力スポット送風を実現。より遠く
へ風を送る工業扇風機三脚型です。
●�左右自動首振り機能付きで、風量調節
は3段階「強（3）・中（2）・弱（1）」です。

8-636-22968-636-2296
［アイリスオーヤマ］

工業扇風機 三脚型

型式／ KF-431S

（税込�￥9,130）
￥￥ 8,300 8,300
1台 M価 オープンM価 オープン

税抜税抜

Look

P.1043

三脚が折りたたみ式で三脚が折りたたみ式で
移動や片付けが 移動や片付けが 
楽にできる。楽にできる。

LookLook            につきましては P.P.000000は保健 UCHIDAS 2021 をご参照ください。
LookLook            につきましては P.P.000000はUCHIDAS Vol .15 を、

ご注文は、事務室にある UCHIDAS Vol.15 の裏面オーダーシートをご利用ください。
季節商品につきましては、チラシ有効期限前に販売終了となる場合があります。ご了承ください。チラシ有効期限｜2021年12月20日（月）

熱中症熱中症対策対策

●�おまかせモードで自動アラームが可能。
●�両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能です。
●�使用場所に合わせて屋内（室内）と屋外（室外）のモード選択が可能です。

8-637-50448-637-5044
［エー・アンド・デイ］

黒球付き熱中症 
指数モニター  
みはりん坊プロ

型式／ AD-5698

（税込�￥4,950）
￥￥ 4,500 4,500
1個 M価税抜 M価税抜 ¥5,000¥5,000

税抜税抜

●寸法／本体：67.5（幅）×47.5（奥）×114.5（高）mm、黒球：直径40mm ●質量／90g 
（電池含む）●表示項目／WBGT（熱中症指数）､温度､相対湿度､黒球温度　●JIS B 7922 
クラス2準拠 ●付属品／単四形アルカリ電池x2個（モニタ用）、ベルト、アタッチメント

アラームが鳴る数値をカスタマイズできる。アラームが鳴る数値をカスタマイズできる。

三脚穴
有

WBGT
値

携帯
タイプ

Look

P.1192

日射や照り返しによる輻射熱も考慮できる黒球温度と気温・湿度から、今いる環境の熱中症
の危険性を、5段階のLEDライトとブザー、WBGTでお知らせします。

●寸法／50（幅）×26（奥）×116（高）mm　●質量／40g　

●材質／ABS樹脂、アクリル樹脂　●付属品／取扱説明
書、保証書、テスト用電池CR2032×1、携帯用ケース  
●JIS B 7922クラス2準拠 〈監修 日本気象協会〉

WBGT
値

携帯
タイプ

色と音ですぐわかる！
熱中症の危険性を5段階のLEDライトとブザー、
WBGTでお知らせ。

8-637-50398-637-5039
［ケンコー・トキナー］

黒球付熱中症計
6913

型式／ 143742

（税込�￥5,900）
￥￥ 5,364 5,364
1個 M価 オープンM価 オープン

税抜税抜

かんたん操作。貸し出し用におすすめ。かんたん操作。貸し出し用におすすめ。Look

P.1192

www.uchidas.net ▶︎

熱中症予防の目安や暑熱環境による熱ストレスの評価として使用�
される暑さ指数（WBGT）を計ることができるコンパクトサイズの黒球
型携帯熱中症計です。屋内・外で切り替えが可能。

8-637-51878-637-5187
［佐藤計量器製作所］

黒球型携帯熱中症計  
SK‐180GT

型式／ 8313-00

（税込�￥5,940）
￥￥ 5,400 5,400
1個 M価税抜 M価税抜 ¥6,000¥6,000

税抜税抜

●寸法／60（幅）×25（奥）×122（高）mm、黒球：直径40mm　●質量／70g（電池含む）　 

●材質／ABS樹脂●付属品／取扱説明書、コイン形リチウム電池（CR2032）×2個、ネック
ストラップ、カラビナ、ベルト装着部品、キーリング　●JIS B 7922クラス2準拠　

運動時と日常生活の指針が選べる。運動時と日常生活の指針が選べる。

WBGT
値

ストラップ
付

三脚穴
有

携帯
タイプLook

P.1192

8-637-54308-637-5430
［マザーツール］

黒球付小型熱中症計

型式／ MT-876

（税込�￥5,940）
￥￥ 5,400 5,400
1個 M価税抜 M価税抜 ¥6,000¥6,000

税抜税抜

●寸法／65（幅）×25（奥）×117（高）mm（黒球突き出し部およびバンド通し含まず）、黒球：直
径40mm　●質量／103g（電池含む）　●電源／単四アルカリ電池×2個　●付属品／単四形 
アルカリ電池x2、アームバンド、カラビナ、ネックストラップ、取扱説明書　●JIS B 7922クラス2準拠　

WBGT値の表示が大きいWBGT値の表示が大きい！！    
運動時と日常生活・ 運動時と日常生活・ 
労働環境のモードが選べる。労働環境のモードが選べる。

Look

P.1192

使用例

WBGT
値

携帯
タイプ

三脚穴
有

ストラップ
付

熱中症・インフルエンザの
警告目安がわかる。

8-637-54298-637-5429
［ドリテック］

熱中症・インフルエンザ
警告温湿度計

型式／ O-311WT

（税込�￥1,320）
￥￥ 1,200 1,200
1個 M価 M価 オープンオープン

税抜税抜 ●寸法／127（幅）×32（奥）×127（高）mm　●質量／100g　●材質／本体：
ABS樹脂、フロントケース：ガラス、サイドカバー・針：アルミニウム ●表示温度
範囲／10～40℃　●表示湿度範囲／20～90％　●熱中症警告4段階　●イン
フルエンザ警告2段階　●壁掛け用フック穴・スタンド付　

電池不要。目安がわかる。電池不要。目安がわかる。 Look

P.126
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卓上

10〜
98％RH

マグネット

ー10〜
＋50℃

壁掛け

遠くからでも確認できる大画面表示。
スタンド、壁掛けフック穴、磁石付き。

［ドリテック］

デジタル温湿度計「オプシスプラス」
●寸法／95（幅）×22（奥）×122（高）mm　●質量／135g　●表示温度範囲／−10～+50℃●温
度精度／0～40℃：±1℃、左記以外：±2℃　●表示湿度範囲／10～98％RH　●湿度精度／50～
80％：±5％、左記以外：±10％　●付属品／テスト用乾電池（単四乾電池×1個） 

危険度が顔の表情でわかる。危険度が顔の表情でわかる。

Look

P.1191

8-637-47728-637-4772
型式／ O-251WT8-637-47718-637-4771
型式／ O-251PK

ホワイト

4段階の注意レベルの表示、温度、湿度を
測定する卓上・壁掛け用の測定器です。
警報機能付き（暑さ指数）（音とLEDにて）。

約225mm

約
1

6
5

m
m

電波時計内蔵。
暑さ指数を 
大きく表示！

 ※季節商品のため 
台数に限りがあります！

●寸法／約225（幅）×25（奥）×165
（高）mm　●質量／約500g　●表示
項目／温度、湿度、暑さ指数、日付、
時刻　●材質／ABS樹脂、アクリル樹
脂　●壁掛け　●卓上　●付属品／テス
ト用電池（R6P単三マンガン乾電池
×3個）、取扱説明書1冊

壁掛け

卓上

電波
受信

WBGT
値

8-637-41528-637-4152
［佐藤計量器製作所］

熱中症暑さ指数計

型式／ SK-160GT

（税込�￥7,480）
￥￥ 6,800 6,800
1個 M価税抜 M価税抜 ¥8,500¥8,500

税抜税抜

Look

P.1192
大きい表示、電波時計付。大きい表示、電波時計付。

●寸法／465（幅）×287（奥）×586（高）mm ●質量／25.5kg　 
●コード長／1.9m ●冷房能力／（50/60Hz)1.6/1.8 ●消費電力／

（50/60Hz)1/1.2W ●電源／AC100V ●タンク容量／3L　

8-636-24878-636-2487
［アイリスオーヤマ］

スポットクーラー １．８ＫＷ

ISAC-0802-B

（税込�￥51,480）
￥￥ 46,800 46,800
1台 M価 M価 オープンオープン

税抜税抜

沖縄・離島は 
サービス対象外

Look

P.1044

３Lと大容量のドレンタンク搭載。
排気口の向きが調整可能。

移動ができるので 移動ができるので 
屋内外問わず使用できる。屋内外問わず使用できる。

●�設定したWBGT値で音を鳴らす警報機能付き。
●�今日と前日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。
●�暑さ指数を5段階、季節性インフルエンザ3段階のバーで表示。

●寸法／100（幅）×17（奥）×120（高）mm　●質量／143g　●測定範囲／温度：−9.9～＋
50℃、湿度：20～90％RH　●測定精度／温度：±1.0℃（10～40℃）、±1.5℃（左記以外）、湿度：
±5％RH（20～30℃、40～70％RH）、±8％RH（左記以外）　●最小目盛り／温度：0.1℃、湿度：
1％ ●付属品／テスト用電池（単四乾電池×2個）　●取扱説明書　

壁掛け卓上WBGT
値

8-637-47708-637-4770
［佐藤計量器製作所］

デジタル温湿度計

型式／ PC-7980GTI

（税込�￥3,678）
￥￥ 3,344 3,344
1個 M価税抜 M価税抜 ¥3,800¥3,800

税抜税抜

Look

P.1192
冬でも使えるバー表示。冬でも使えるバー表示。

（税込�￥2,178）
￥￥ 1,980 1,980
1個

税抜税抜

M価 M価 オープンオープン

●寸法／1150（幅）×1000（奥）×約1345～1510（高）mm　
●質量／本体：12.8kg、タンク：約8.0kg ●羽／約450（径）
mm ●コード長／本体：約2.4m、タンク：約5.0m ●風力調整
／3段階（強・中・弱） ●風向調整／首振り角度：約75°、首折れ：
3段階 ●消費電力／単相100V（50/60Hz） ●タンク容量／
約30L

8-636-23678-636-2367
［ナカトミ］

ミストファン ＭＩＳＦ－４５

型式／ MISF-45

（税込�￥66,000）
￥￥ 60,000 60,000
1台 M価 M価 オープンオープン

税抜税抜

●�ミスト＋ファンで快適冷却(水の気化熱を
利用して周囲の気温を下げる）。
●�3段階風量調整が可能。
●�タンク内の水は水道直結式で自動給水
が行えます。
●送風のみでも使用できます。

熱中症対策に最適。熱中症対策に最適。

沖縄・離島は 
サービス対象外

屋内で 屋内で 
使えるタイプ使えるタイプ

熱中症・インフルエンザの危険度の目安を表情でお知らせ。

熱中症 インフルエンザ

 ピンクホワイト

1
2

2
m

m

屋外でも 屋外でも 
使えるタイプ使えるタイプ

ピンク

広い場所広い場所のの暑さ暑さ対策に！対策に！

測って測って予防予防！！

限定
商品！

チラシ・WEB
チラシ・WEB

webで webで 
いろいろご紹介しています！いろいろご紹介しています！
ぜひ、チェックしてみてください

特集

担当販売店

通販カ
タ
ロ
グ

教 育 用 品

1
2

0
m

m

UCHIDAS_熱中症チラシ2021_表.indd   1UCHIDAS_熱中症チラシ2021_表.indd   1 2021/05/13   17:312021/05/13   17:31



保冷時間
約20分。

●�首にかけると、肌温度を3℃下げ
る効果が約１時間※持続します。
※27℃の室内で使用した場合

8-637-53848-637-5384
［扶桑化学］

瞬間冷却パックひえっぺ

型式／ H-0099

8-637-52438-637-5243
［マルハチ産業］

スプレーボトル
（超微粒ミスト）
250mL　ホワイト

8-637-46798-637-4679
［サンケイ産業］

クイックフリーズ
クールレスキュー

（冷却パック）
8-637-04308-637-0430
[ 花王 ]

ビオレ冷タオル
５包入

8-637-45418-637-4541
［不二ラテックス］

ひえぷる
アイシング氷のう

8-637-8-637-61966196
［赤穂化成］

熱中対策水
パウダー

￥￥ 150 150
1個 M価税抜 M価税抜 ¥160¥160

税抜税抜

（税込 ￥165）

￥￥ 320 320
1個 M価税抜 M価税抜 ¥350¥350

税抜税抜

（税込 ￥352）

￥￥ 500 500
M価 オープンM価 オープン

税抜税抜

（税込 ￥550）

￥￥ 1,100 1,100
M価税抜 M価税抜 ¥1,200¥1,200

税抜税抜

（税込 ￥1,210）

●寸法／110（縦）×175（横）mm

●寸法／140（縦）×230（横）×30（厚）mm

●シート寸法／230（縦）×460（横）mm

●寸法／180（径）×30（高）mm、口径内寸：
45mm　●容量／600mL　●材質／本体：ポリウレ 
タン83％・塩ビ17％（環境ホルモンの疑いの
あるフタル酸エステル可塑剤は使用しており 
ません）、キャップ：ポリエチレン　●耐熱温度／0
～40℃

●内容量／41g×5袋入

冷やす必要もなく持ち運びにも便利です。冷やす必要もなく持ち運びにも便利です。

●寸法／55（幅）×80（奥）×245（高）
mm　●容量／250mL　●質量／120g 
●材質／本体：ポリプロピレン、容器：
PET樹脂　●耐熱温度／45℃

すぐすぐ冷却冷却！！

日除け・虫除け日除け・虫除けにに！！ 気化熱利用気化熱利用で涼しくで涼しく！！

Look

P.1172

Look

P.1172
大判サイズで保冷が長時間続きます。大判サイズで保冷が長時間続きます。

冷却ウォーターたっぷり冷却ウォーターたっぷり！！
超大判シート超大判シート

ポリウレタン素材なのでポリウレタン素材なので
冷たさがすぐに伝わります。冷たさがすぐに伝わります。
臭いが少なく、軽くて臭いが少なく、軽くて
柔らかな使い心地です。柔らかな使い心地です。

保冷時間90分の
長時間タイプ！

限定
商品！

チラシ・W
EB

チラシ・W
EB

1袋
（5包入）

8-637-54278-637-5427
［ゴークラ］

ネッククーラー保冷剤（星柄）

8-637-54268-637-5426
［ゴークラ］

ネッククーラー専用カバー 青

￥￥ 128 128
1本 M価 オープンM価 オープン

税抜税抜

（税込 ￥140）

￥￥ 820 820
1本 M価 オープンM価 オープン

税抜税抜

（税込 ￥902）

●寸法／440（幅）×70（高）mm　●質量／205g　

●耐熱温度／70℃　●耐冷温度／−30℃　●70×
110mm（50g）の保冷剤4個の連結タイプ

●寸法／630（幅）×90（高）
●質量／23g　●ポリエステル100％

暑い夏の熱中症対策・処置に暑い夏の熱中症対策・処置に！！

首元に巻いてひんやり気持ち良い！首元に巻いてひんやり気持ち良い！

Look

P.94

Look

P.1172

Look

P.1172

●�首や腕などに巻いて冷やすことが可能です。

●保冷剤を入れて使う専用カバーです。

※凍らせると固くなります。

※保冷剤は別売です。 使用例 1個

丸洗い
できます。

塩分・水分塩分・水分の補給に！の補給に！
軽減税率対象品

です

8-637-64268-637-6426 8-637-64278-637-6427
［伊藤園］ ［伊藤園］

香り薫るむぎ茶
ティーバッグ

健康ミネラル
むぎ茶

1袋 （54バッグ入）

（税込 ￥214）
￥￥ 199 199
M価税抜 M価税抜 ¥420¥420

税抜税抜

（税込 ￥1,033）
￥￥ 957 957
M価税抜 M価税抜 ¥1,860¥1,860
税抜税抜

2L 6本入

麦茶飲料で麦茶飲料で
唯一のミネラル入り！唯一のミネラル入り！

「ふっくら焙煎」で「ふっくら焙煎」で
甘く香ばしい！甘く香ばしい！

チラシ限定特価!!

●粉末タイプ

脱水症対策に脱水症対策に
おいしい経口補水液をおいしい経口補水液を！！

6g×3包入

Look

P.1193

（税込 ￥1,060）
￥￥ 982 982
M価税抜 M価税抜 ¥1,000¥1,000
税抜税抜1袋

（10包入）

8-637-49178-637-49176g×
10包入

（税込 ￥320）
￥￥ 297 297
M価税抜 M価税抜 ¥300¥300
税抜税抜

8-637-49168-637-49166g×
3包入

1袋
（3包入）

（税込 ￥537）
￥￥ 498 498
M価税抜 M価税抜 ¥571¥571
税抜税抜

1 箱
（5袋入）

グレープ
フルーツ味

1L用

5袋入

Look

P.1201

［五洲薬品］

経口補水パウダーダブルエイド

Look

P.344

Look

P.1195
Look

P.1195

●寸法／設置時：2900（幅）×2900（奥）mm、垂幕部：1860～
1960mm、収納時：200×230×1300mm ●高さ2段階調整

（頂点部2600～2700mm） ●質量／13kg ●材質／脚：ス
チール（25・20mm角）、天幕：ポリエステル撥水性（190D厚） 

●付属品／杭×4本、ローラーキャリーバッグ

●寸法／154（幅）×108（奥）×152（高）mm ●コードの長さ／
約1.8m ●質量／600g ●材質／ポリプロピレン樹脂 ●電源／
AC100V（50/60Hz） ●消費電力／約5W ●使用環境条件／
周囲温度0～40℃、湿度90％以下 ●薬剤カートリッジ1個付属

●寸法／79（径）×40（高）mm ●質
量／32g ●有効成分／ピレスロイ
ド系製剤トランスフルトリン ●材
質／紙

●寸法／5×3m　●質量／1.3kg　●材質／ネット：ポリエチレン、
周囲：ポリエステル、ハトメ：アルミ（ハトメ穴50cm間隔 ※ひも
は付いていません。）　●遮光率／約65%

［トーエイライト］

［アース製薬］
［アース製薬］

［シンコー］

ワンタッチテント
ＤＭＪ２９１８ 

ハニカム防虫ファンＡＣ
ハニカム防虫ファンＡＣ
取替用薬剤

遮光ネット 
（5m×3m）8-613-85668-613-8566

8-637-94758-637-9475
8-637-94768-637-9476

8-617-45568-617-4556

ワンタッチで設営できるドームテントです。ワンタッチで設営できるドームテントです。

あると便利あると便利！！広い場所や広い場所や
屋外の虫除けに屋外の虫除けに

1カートリッジで約1500時間持続です。1カートリッジで約1500時間持続です。

強い日差しを柔らかくします。強い日差しを柔らかくします。

（税込 ￥31,350）

（税込 ￥18,700） （税込 ￥11,000）

（税込￥14,667）

￥￥ 28,500 28,500
M価税抜 M価税抜 ¥34,000¥34,000

税抜税抜

￥￥ 17,000 17,000
M価 オープンM価 オープン

税抜税抜

￥￥ 10,000 10,000
M価 オープンM価 オープン

税抜税抜

￥￥ 13,334 13,334
M価 オープンM価 オープン

税抜税抜

生地は風が通りやすくなっています。

250mL

パウダータイプ

※本テントは簡易利用を目的としてお
り、常設には適しておりません。強
風・豪雨時などの場合はテントが
破損する恐れがあります。

※沖縄・離島はサービス対象外

不快害虫の駆除と
侵入防止に。

2021.10.20（水）まで
キャンペーン期間

600mL

水出し
お湯出し

54
バッグ

8-637-47488-637-47488-637-63478-637-6347
［味の素］［コカ・コーラ］

経口補水液
アクアソリタ
500mL

アクエリアス
経口補水液
500mL

飲みやすいりんご風味の飲みやすいりんご風味の
経口補水液です経口補水液です！！

水分と電解質を水分と電解質を
すばやく補給。すばやく補給。

（税込 ￥198）
￥￥ 184 184
1本 M価税抜M価税抜

¥190¥190

税抜税抜

●内容量／500mL　●原材料／砂糖、ぶどう
糖、塩化Na、クエン酸Na、塩化K、香料、クエ
ン酸、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料（ア
スパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、 
アセスルファムK）

●原材料／糖類（ブドウ糖、果糖）、食塩、クエン
酸、塩化K、クエン酸Na、香料、甘味料（スクラ
ロース）

500mL 500mL

公益財団法人 
日本学校保健会 推薦

公益財団法人 
日本学校保健会 推薦

Look

P.1193
Look

P.1201

1ケース （24本入）

（税込 ￥4,665）
￥￥ 4,320 4,320

M価税抜 M価税抜 ¥4,444¥4,444
税抜税抜

●内容量／500mL　●原材料／ブドウ糖、果糖、塩、乳
酸Na、クエン酸、塩化K、香料、リン酸Na、グルタミン酸
Na、硫酸 Mg、甘味料（スクラロース）

［赤穂化成］

スムーズイオン
経口補水液

8-637-50678-637-5067

8-637-5189
24本入1組

（税込 ￥160）

（税込 ￥3,628）

￥￥ 149 149
1本 M価税抜 M価税抜 ¥15¥1500

税抜税抜

￥￥  3,3603,360税抜税抜まとめ買いパック

水分と電解質の吸収率に水分と電解質の吸収率に
優れた飲料水です。優れた飲料水です。

容量
500mL

Look

P.1193

［大塚製薬］

ポカリスエット
イオンウォーター

8-637-63128-637-6312

1ケース （24本入）

Look

P.1201

（税込 ￥2,540）
￥￥ 2,352 2,352
M価税抜 M価税抜 ￥2,400￥2,400
税抜税抜

300mL

24本入

水よりも、ヒトの身体に水よりも、ヒトの身体に
近い水。近い水。

※摂取の目安：水コップ1杯（約100mL）に対して１粒。

●内容量（包装含む）／80g（約15粒）　●成分
／ナトリウム1560mg、ビタミンＣ50mg、クエ
ン酸レモン0.8個分（100gあたり）他

（税込￥344）
￥￥ 319 319
1袋 M価税抜 M価税抜 ￥378￥378

税抜税抜

8-637-53918-637-5391
[ ミドリ安全 ]

塩熱飴PRO 80g(約15粒)

あらゆるシーンでの塩分・電解質補給に最適 あらゆるシーンでの塩分・電解質補給に最適 ！！ 限定
商品！

チラシ・W
EB

チラシ・W
EB

1台

1枚

8-637-52428-637-5242
［マルハチ産業］

スプレーボトル
（超微粒ミスト）
200mL　ホワイト

きめ細かいミストが連続噴霧できます。きめ細かいミストが連続噴霧できます。

（税込￥770）
￥￥ 700 700
1本 M価M価

オープンオープン
税抜税抜

●寸法／60（幅）×85（奥）×200（高）
mm　●容量／200mL　●質量／
116g●材質／本体：ポリプロピレン、
容器：PET樹脂　●耐熱温度／45℃

Look

P.1072

※80％以下のアルコールも
入れられます。

使用例※80％以下のアルコールも
入れられます。

200mL （税込 ￥858）
￥￥ 780 780
1本 M価M価

オープンオープン
税抜税抜

1台 1個

1ケース （6本入）

5%OFF

24本入

ゆっくり、しっかり
レバーを引くだけ。

きめ細かい
ミストが連続噴霧。

200mL

※下記のお申込番号でご注文をいただいた場合に限り特価でのご提供となります。

（税込 ￥226） （税込 ￥1,088）
￥￥ 210 210 ￥￥ 1,008 1,008税抜税抜 税抜税抜

Look

P.1193

Look P.1198〜 その他お茶を掲載しております。

教育用品通販カタログ決定版「UCHIDAS」
行事用品、学習支援用品から日用品まで約21,700点が勢ぞろい!

株式会社内田洋行／教育機器事業部 ウチダス事業グループ
ウチダスお問い
合せセンター

www.uchidas.net
受付時間：午前9時〜午後5時（ 土・日・祝日を除く）

※北海道、九州、離島、 
（本州・四国の一部）は翌々日以降

送料無料!

までのご注文が
翌日お届け※！

インターネットショップ／
FAX

5:00PM

UCHIDASカタログのご用命は、ウチダスお問い合せセンターまで！

ご注文はカタログ裏表紙のオーダーシートにご記入の上、下記 FAX に送信ください

お 問 い 合 せ は こ ち ら

DS・5324-1・2105Pn450HT
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