
※メーカー直送品です。返品はご容赦ください。
上記商品は受注日から8営業日以内のお届けになります。

※メーカー直送品です。返品はご容赦ください。
上記商品は受注日から7営業日以内のお届けになります。

沖縄・離島は 
サービス対象外
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商品特集商品特集
お すす めお すす め
商品特集商品特集

※メーカー直送品です。返品はご容赦ください。
上記商品は受注日から8営業日以内のお届けになります。
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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!

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

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！

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

TEL70120-757-969ウチダスお問い
合せセンター

www.uchidas.net

FAX70120-7
な な ご ー な な

57-959

お 問 い 合 わ せ は こ ち ら

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 日々以降

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
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教 育 用 品

2023年2月28日（火）PM5:00まで
※�ご注文は、事務室にあるウチダスカタログ・保健ウチダスカタログの�
裏面オーダーシートをご利用ください。

女性に人気
テプラ。

り
ぼ
ん
見
本

●お手入れ簡単「フィルター不要」＆「広口容器」。
●�トリプル安心設計「�
チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯もれ防止構造」。
●�デュアルセンサーが湿度を自動コントロール�
「自動加湿3段階」。

銀イオンを素材に練り込むことで、タンク内を抗菌します。
弱酸性次亜塩素酸水の噴霧にも使えます。

清潔な蒸気の
スチーム式加湿器。

大加湿で快適空間。
オフィス・学校・施設
など広い空間に
ぴったり。

数量限定数量限定！！
今なら今なら
ナカトミ製ナカトミ製
電気あんか1台
電気あんか1台

プレゼントプレゼント！！！！

●�CO₂濃度が高くなるとランプでお知らせ
します。
●�CO₂濃度999ppm以下は
緑色、1,000～1,499ppm
は赤色、1,500ppm以上に
なると赤点滅でお知らせしま
す。
●�アプリで離れた場所からで
もCO₂濃度を確認可能。
（Android・iOS・Windows対応）

●�CO2濃度に応じて、LEDランプが3段階で
変化し、ブザーを鳴らします。

●�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。

●�室内が1,500ppmに
達するとピピッと�
アラームでお知らせ。
●�色と数値でCO₂濃度
を可視化。
●�ドイツ製高性能�
センサー搭載。

電源を入れるだけで、
CO2濃度を確認できます。

換気タイミングを
わかりやすくお知らせ。

1年を通して快適な環境管理に役立ちます。 パワフルで大風量の
コンパクトサーキュレーター。

換気のタイミングが
一目でわかって
アラームでお知らせ！

お掃除簡単！
シンプル仕様の
加湿器です。

●�かわいい書体（全17）、絵文字（全687種）、�
フレーム（全69種）と豊富。
●かわいい装飾が簡単にできます。

●�従来の「テプラPROシリーズ」本体で使えるりぼんテープ。
●オリジナルりぼんが簡単に作れます。

使用例

テプラ

環境対策

●寸法／154（幅）×108（奥）×62.5（高）mm　●質量／530g　●液晶画面表示／6文字×4行　

●書体／漢字：1書体、かな：8書体、英数：8書体　●対応テープ幅／4・6・9・12・18mm　●電源／
ACアダプタ（AC0615J別売）、単四アルカリ乾電池×6個（別売）　●付属品／装飾用リボン

［キングジム］

8-637-5100
シェルピンク

ラベルライター「テプラ」PRO 型式／ SR-GL1

8-637-5101
ペールブルー

エコマークエコマーク 5m 幅
12mm

レッド(文字色 金)❶

ネイビー (文字色 金)❷

ピンク(文字色 黒)❹

ブラウン(文字色 金)❸

スカイブルー (文字色 黒)❺

オート
カッター

最大テープ幅
18mmかわいいフォントや絵文字が

入ったテプラです。

●リボン長／5m

［キングジム］

テプラPROテープりぼん
お申込番号 テープ幅 M品番 商品種別

8-630-2446

12mm幅

型式／SFR12RZ レッド(文字色 金)

8-630-2447 型式／SFR12NZ ネイビー(文字色 金)

8-630-2449 型式／SFR12CZ ブラウン(文字色 金)

8-630-2450 型式／SFR12PK ピンク(文字色 黒)

8-630-2451 型式／SFR12BK スカイブルー(文字色 黒)

❹
❸

❶

❺

❷❶

テープカートリッジと
同じように本体に
セットするだけ！

限定
商品！

チラシ・W
EB

チラシ・W
EB

ご要望にお応えご要望にお応え
！！

テプラ「PRO」シリーズで使えるリボンカートリッジです。
伸びた身長の長さのリボンに名前やメッセージを入れて、
　　　　　や　　　　　　　 に！卒業記念卒業記念 入学メッセージ入学メッセージ

好評です好評です！！

型式／ EE-RR50-WA8-637-5479

8-637-5596

型式／ HCE-HU1906AWH8-637-5577

健康カードに
お祝いメッセージと
リボンを添えて。

例えばこんな使い方！

［象印マホービン］
スチーム式加湿器 3.0L

型式／ SK-50CTH
8-615-4512

［佐藤計量器製作所］
快適ナビ® 
CO2モニター

型式／ PC-7980GTI8-637-4770

［佐藤計量器製作所］
デジタル温湿度計

二酸化炭素濃度モニタ

［エレコム］
加湿器 エクリアミスト プロ

●寸法／240（幅）×260（奥）×315（高）mm　●質量／2.4kg　●消
費電力／985W　●連続加湿時間／強：6h、弱：24h　●吹き出し蒸気
温度／65℃　●タンク容量／3L　●電源コード／マグネットプラグ
式1.2m　●定格加湿能力／毎時480mL　●加湿適用床面積／木
造和室：8畳（13㎡）、プレハブ洋室：13畳（22㎡）

●寸法／約226（幅）×45（奥）×152（高）mm　●質量／約450g　●測
定方法／非分散型赤外線吸収方式（NDIR方式）　●測定範囲／CO₂
濃度:200〜5000ppm、温度：0.0〜50.0°C、湿度：10.0〜95.0%RH　

●サンプリング／CO₂濃度:約5秒、温度・湿度：約2秒 　●電源／
DC5V 500mA （USB Type C）　●材質／ケース:ABS樹脂、パネル:
アクリル樹脂　●付属品／取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ

●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／取扱説明書、
テスト用電池（単四乾電池×2個）

●寸法／約170(幅)×170(奥)×345(高)mm　●質量／約1.6kg　 

●ミスト方式／超音波振動方式　●消費電力／約20W　●噴霧
量／弱：100mL/h、中：200mL/h、強：300mL/h　●適用面積／
6畳〜14畳　●水タンク容量／5L　●電源／専用ACアダプター
(AC100-240V 50/60Hz、ケーブル長：約1.8m)×1　●付属品／
掃除用ブラシ×1

、1月発刊の 、合わせてご覧ください！20222021

※�季節商品につきメーカー在庫限りとなります。

※�季節商品につきメーカー在庫限りとなります。

●寸法／68（幅）×39（奥）×98（高）mm　●質量／約250g　●CO₂
濃度測定範囲／0ppm〜5,000ppm（測定濃度1ppm）　●CO₂
測定精度±50ppm±5%　●湿度測定範囲・精度／約5％〜99％RH
±5%　●温度測定範囲・精度／約－20〜60℃±2℃　●入力充電／
DC5V　●充電後使用時間／約5時間　●充電時間／5時間以内　●

内蔵電池1200mAH　●付属品／濃度器・説明書・USB電源コード

●寸法／210（幅）×210（奥）
×290（高）mm　●質量／2kg　 

●羽／約150（径）mｍ　●コード
長／約1.4m　●風量調整／5段
階　●風向調整／横方向：約90
°（自動）、縦方向：約72°（自動）

型式／ PCF-SC15T8-636-2408
サーキュレーター
［アイリスオーヤマ］

適応床面積
〜18畳

上下左右
首振り

手指衛生

極厚除菌アルコール
ウェットティッシュ 
40袋（2袋パック×20）

［協和紙工］

●寸法／197（幅）×134（奥）×296（高）mm　

●内容量／5L（1本）　●エタノール71.8w/w％
●医薬部外品　　●火気厳禁

●箱寸法／440（幅）×310（奥）×140（高）mm　●質量／5.8kg　●パッ
ケージ寸法（１袋）／150（幅）×80（奥）×25（高）mm　●シート寸法／約
150×200mm　●材質／レーヨン不織布　●成分／水、発酵アルコール、
プロピレングリコール、塩化セチルピリジニウム、パラベン　●1袋20枚入　

●20枚入2袋パック×20個入

アルペット手指消毒用α 5L×3本
［サラヤ］

●�食品添加物成分にも使用されている成分配
合で食品取り扱い者の手指消毒にも最適。
●�広範囲のウイルス・細菌に効く手指消毒剤。

沖縄・離島は 
サービス対象外

3本入

5L

ノンエンベロープウイルスを
含む各種ウイルス・細菌に
効果的。

こどもが使いやすい68.3cmの
高さの足踏みペダル式の
ポンプスタンド。

植物生まれのアルコール使用で
お肌に安心。持ち運びに便利な
コンパクトサイズの
お得セット！

型式／ 412388-637-5683 8-637-0461 型式／ 03-030

M価税抜 ¥18,000
1台

税抜税抜

¥¥ 1177,2,20000
税込¥18,920

M価税抜 オープン
1個

税抜税抜

¥¥ 111,8001,800
税込¥12,980

M価税抜 オープン
1台

税抜税抜

¥¥ 1155,400,400
税込¥ 16,940

型式／ SFH-128-636-2508

［ナカトミ］
スチームファン式
加湿器

●寸法／326（幅）×290（奥）×415（高）mm　●質量／6kg　●タン
ク容量／4.6L×2　●電源コード／約2.5m　●電源電圧／AC100V

（50/60Hz）　●消費電力／強：1000W、弱：500W　●加湿目安／
木造20畳、プレハブ洋室33畳　●連続加湿時間／約7.5時間　●騒
音値／約45dB　●吹出し口温度／約50℃　●包装数：1　

M価税抜 オープン
1台

税抜税抜

¥¥ 333,5003,500
税込¥36,850

8-637-5595

［ガステック］
二酸化炭素
濃度測定器
ＣＤ－１０００

●寸法／100（幅）×35（奥）×100（高）mm　●測定方式／非分散
形赤外線吸収方式（NDIR方式）　●測定範囲／0〜9,999ppm　 

●電源／専用ACアダプタ（付属）

M価税抜 ¥43,000
1台

税抜税抜

¥¥ 441,7001,700
税込¥45,870

M価税抜 ¥9,800
1台

税抜税抜

¥¥ 99,310,310
税込¥10,241

M価税抜 ¥27,200
1台

税抜税抜

¥¥ 225,8405,840
税込¥28,424

M価税抜 ¥3,800
1個

税抜税抜

¥¥ 33,344,344
税込¥3,678 M価税抜 オープン

1台

税抜税抜

¥¥ 88,200,200
税込¥9,020

M価税抜 ¥19,500
1組（3本入）

税抜税抜

¥¥ 118,8108,810
税込¥20,691

M価税抜 ¥8,300
1台

税抜税抜

¥¥ 55,960,960
税込¥6,556

M価税抜 ¥1,200
1台

税抜税抜

¥¥ 994848
税込¥1,042

アルコール
配合

1袋
20枚入
1箱
40袋入

M価税抜 オープン1箱（40袋入）

税抜税抜

¥¥ 22,982,982
税込¥3,280

足踏み消毒スタンド キッズ／ブルー［ナカバヤシ］

●寸法／約306（幅）×320（奥）×683（高）mm
●本体質量／約2.4kg　●取付可能ポンプサイズ／ 
約106（幅）×92（奥）×324（高）mm（最低111（高）mm)

型式／ FPS-201BL8-637-5454

充電式

沖縄・離島は 
サービス対象外

7
メーカー
従来品より
22cm低い！

1袋あたり
税込¥82
とお得！！

使用例
※ポンプ・消毒液は付属
しません。

チラシ
有効期限

UCHIDAS_KansenChirashi2021-omote.indd   全ページUCHIDAS_KansenChirashi2021-omote.indd   全ページ 2021/12/13   19:122021/12/13   19:12



95mm

使用例

くちもとの空間を快適キープ。高密度フィルターが空気中のバクテリア�
飛沫や花粉などの侵入を防ぎます。耳ゴムは4mm幅での平ゴムを採
用。くちもと側にメガネくもり抑制のフィルターが付きました。

シャボネット ピンク 10kg
（八角BIB）

［サラヤ］

センターワイヤー入り4段プリーツマスク。

●安心の日本製！
●�99％カットフィルター採用！�
（PFE99％カット、BFE99％カット）
●独自のやわらかフィット耳掛け採用。
●プリーツ構造で口元らくらく！

高通気素材で息がしやすく、
ウイルス飛沫もしっかりブロック！

マスク 嘔吐物処理

対物除菌

手洗い

ふつう
小さめ

5枚入

30枚入限定
商品！

チラシ・W
EB

チラシ・W
EB

あわ石けん容器用ホルダー［さわやか広場］

サージカルマスク スマートタイプ
［大王製紙］

●寸法／ふつう：175（幅）×90（高）mm、小さめ：155（幅）×90（高）mm　●材質／ポリオレフィン　
●形状：プリーツ型　●JIS申請中

立体空間マスク［ウチダテクノ］

●寸法／ふつう：175×95mm、小さめ：145×95mm　●BFE・PFE・花粉粒子
99%カットフィルタを採用　●材質／本体：ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも：
ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター・くちもとワイヤー：ポリエチレン

8-637-4824 ふつう 8-637-4823 小さめ

ふつう 小さめ

8-637-2458
ピンク（フローラルの香り）
型式／ 23135

8-637-2136
350mL 底径／ 75mm

8-637-2099
500mL 底径／ 90mm

8-637-5562
ジュニアサイズ
型式／ 833071

希釈用

泡／液体
タイプ 収容量

500mL
収容量
350mL

※石けん液は容器の8分目程度でお使いください。
※石けん液は入っていません。中に入れる石けん液は泡状で使えるものを入れてください。

使用例

仮留め用両面テープ付き

印面 印面

※約1000回スタンプできます。（インキ補充はできません）　※30秒以上時間がたつと印影が落ちにくくなります。

ブルー ピンク

●寸 法 ／ 約 1 0 3（ 幅 ）×1 0 8（ 奥 ）×7 0（ 高 ）m m 、穴 径：9 5 m m　�
●質量／290g　●材質／ステンレス（2mm厚）　●付属品／取付用ネジ

（直径4mm×長さ32mm）×3本、コンクリート用プラグアンカー×3本　
●お客様取付商品

●寸法／262（幅）×252（奥）×236（高）
mm　●内容量／10kg　●殺菌成分／IPM　
●泡／液体タイプ

交換用ヘッド
（350mL・500mL共通）

［さわやか広場］

8-637-2137
●材質／ポリエチレン

あわ石けん用ボトル（容器のみ）［さわやか広場］
●材質／ポリエチレン　●高さ／195mm（使用時）

泡
タイプ

500mL

泡の色が変わるハンドソープ
［アルボース］

●寸法／98（幅）×61（奥）×293（高）mm　●容量／500mL　●液色／ピンク　●液性／弱酸性　
●泡タイプ　●成分／有効成分：イソプロピルメチルフェノール、その他成分：ラウレス硫酸Na、
ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミドプロピルベタイン液、濃グリセリン、PEG（400）、安息香酸
Na、フェノキシエタノール、パラベン、エデト酸塩、イソプロパノール、赤106、香料、pH調整剤　
●医薬部外品　●付属品／泡ハンドソープ専用ノズル

8-637-2497 型式／ SW-530-003-0

8-637-2254

しっかり手を洗っていくと、泡の色がピンクから
白に変わり、楽しく正しい手洗いを覚える事が
できます。
フルーティな香り付き。

※�仮留め用両面テープのみでは固定できません。

●�水洗いができ、丈夫で圧力が加わっても容易に
変形しません。（ステンレス2mm厚）
●�仮留め用の両面テープがついておりますので、
ネジで壁面などに取り付けてお使いください。

●�あわ石けん用ボトルとあわせて使えば、
準備も補充も簡単です。
●水で約7〜 10倍に希釈して使用。

小さな子供にも使いやすい、
安定したボトル。

●�手を洗う前に手のひらにスタンプをポン、印影がキレイに消えるまで石鹸でしっかり洗います。
●�インキには安全性に配慮して食用色素を使用しています。

手洗い教育にピッタリな
泡の色が変わるハンドソープ。

泡容器ホルダーに置いたままで使えるので、
手洗い流しの回りの清潔感がたもてます。

ヤシの実から作った希釈して
使う薬用手洗い石けん。

残量が見える半透明容器。
補充もカンタン！

楽しみながら上手に手を洗う習慣を身につけよう！

［シヤチハタ］おててポン

●寸法／48.9（幅）×44.6（奥）×92.2（高）mm　●質量／18g

8-618-1037
ブルー 型式／ ZHT-A1

8-618-1038
ピンク 型式／ ZHT-A2

2.印影が消える 
までしっかり洗う。

1.手にスタンプ 
する。

使い方！

校外学習や移動時に即対応！
除菌パウダー＆スプレー容器付き。

ウイルス・細菌を数十秒で
99.9％除去不活化！

自動噴霧・噴霧量調整可能で
作業者の負担軽減。

凝固剤で固めた嘔吐物を取り除いた後、付属のボトルにDewパウダーと水を入れれば
周囲の除菌が即できます。

●�噴霧して拭くだけで数十秒と短い時間で
ウイルス・細菌が除去できます。
●アクリル板の変色や劣化をさせません。

●�従来の手動ポンプ式に比べ作業者の負担を軽減。
●�自動噴霧、噴霧量調整、LEDライトで噴霧場所表示。
●�800mLボトル搭載。消毒液節約でコストダウン実現。�
粒子が細かいのでふきとりが簡単。
●�銀イオンAg＋ストロングと合わせてお使いいただけます。
　※内容液は別売です。

パルプ、ポリプロピレン配合で
濡れた感触は布に近い
不織布ワイパ。

嘔吐物処理剤セット 
おうとクリア 補充用パウダー

詰め替え用

※濃度が高いので対象物の色落ちにご注意ください。

［電興社］
嘔吐物処理剤セット おうとクリア

●寸法／170（幅）×30（奥）×290（高）mm
�〈セット内容〉嘔吐物凝固剤25（25g）×2袋、除菌剤
Dewパウダー×2包、ちり取り（ヘラ）×2組、ミニスプ
レーボトル（容器のみ）×1本、ビニール袋×2枚、手袋
×2双

8-637-5021 型式／ DEW-061

※マスク、エプロン、ペーパータオル、輪ゴムは付属しておりません。

あらかじめ1000ppmと決められた濃度に調整
された次亜塩素酸ナトリウム液パックと不織布5
枚を1つのフィルムパックで包装した製品です。

バリア性の高いフィルムを使用。
未開封で2年間濃度保持。

持ち運びに
便利なサイズ。

4L

銀イオン Ag＋ストロング
［オーブ・テック］

●用途／ウイルス対策　●植物性・リンゴ酸配合
8-637-5639 4L 型式／ 4480038

電動除菌ガンスプレー
［マイツ］

●寸法／250（幅）×52（奥）×230（高）mm　●質量（空ボトル時）／690g　�
●容量／800mLボトル　●定格出力／10W　●バッテリー容量／2600Ah　
●充電時間／120min　●使用時間／60〜80min　●付属品／USBコード、
USBアダプタ

8-637-5637 型式／ AU-G001

エリエールプロワイプ 
ストロングタオルE50 ポリ包装

［大王製紙］

●シート寸法／405×280mm　●材質／パルプ、ポリプロピレン

［ハクゾウメディカル］

ひねって含浸ハクゾウジアパック1000
●寸法／1セット：220（幅）×110（奥）×10（高）mm

8-637-5256
トイレに流せるタイプ
型式／ 3162102

M価税抜 オープン1箱（10セット入）

税抜税抜

¥¥ 22,300,300
税込¥2,530

［電興社］

嘔吐物処理剤セット 
おうとクリア 
補充用パウダー 10包

8-637-5022
型式／ DEW-062×10

●嘔吐物凝固剤25（25g）×10包（吸
収量の時：300〜400mL/袋）

M価税抜 オープン
1セット（10包入）

税抜税抜

¥¥ 11,843,843
税込¥2,027

1本
M価税抜 ¥6,980

税抜税抜

¥¥66,000,000
税込¥6,600

8-637-0495
ホワイト
型式／ 703428

1袋（50枚入）
M価税抜 オープン

税抜税抜

¥¥556464
税込¥620

8-637-0496
1袋（50枚入）×18袋

1ケース（18袋入）
M価税抜 オープン

税抜税抜

¥¥88,902,902
税込¥9,792

1セット

税抜税抜

¥¥11,176,176
税込¥1,293

M価税抜 オープン

M価税抜 ¥6801箱

税抜税抜

¥¥668080
税込¥748

M価税抜 オープン
1台

税抜税抜

¥¥99,310,310
税込¥10,241

M価税抜 オープン
1袋（5枚入）

税抜税抜

¥¥ 335858
税込¥393

M価税抜 オープン
1本

税抜税抜

¥¥ 88,800,800
税込¥9,680

M価税抜 オープン
1本

税抜税抜

¥¥ 447979
税込¥526

8-637-5714
小さめ 型式／ 823293

8-637-5713
ふつう 型式／ 823292

税抜税抜

¥¥ 11,182,182
税込¥1,300

M価税抜 オープン

1箱（10枚入×50枚入）

M価税抜 オープン
1本

税抜税抜

¥¥ 449797
税込¥546

M価税抜 オープン
1個

税抜税抜

¥¥ 331414
税込¥345

M価税抜 オープン
1個

税抜税抜

¥¥ 11,980,980
税込¥2,178

M価税抜 ¥500
1個

税抜税抜

¥¥ 440000
税込¥440

M価税抜 オープン
1本

税抜税抜

¥¥ 557575
税込¥632

プリーツ型 ノーズ
フィット50枚入

ハイパーブロックマスク 
［大王製紙］

●寸法／145（幅）×90（高）mm　●材質／本体・フィルター：ポリオ
レフィン、ノーズフィッター・耳ひも：ポリオレフィン　●プリーツ型 　
●マウスバー（センターワイヤー）有　●全国マスク工業会マーク入　
●包装数：1/80（5枚入）

センター部
ワイヤー有プリーツ型

ノーズ
フィット5枚入

破れにくく
ふきとり
やすい。

洗って数回は
使えます。

使用する際
ひねって

含浸させます。

希釈が簡単な
目盛り付き。

充電式

使用例 使用例

※80％以下のアルコールも入れられます。

水を入れて
加湿にも
おすすめ。

●1回の噴射で約1.6mLの噴霧量。
●ふんわりとしたミストが長時間続きます。
●�レバー操作1回で�
約3秒間、5回で�
10秒間ミストが持続します。

アルコールや
除菌剤も使えます！

●❶ ●❷

［マルハチ産業］
スプレーボトル（超微粒ミスト）
200mL

●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℃

［マルハチ産業］
スプレーボトル（超微粒ミスト）
250mL

●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℃

8-637-5244
型式／ MC-204●ワインレッド

8-637-5242
型式／ MC-203●●ホワイト

●❶

8-637-5245
型式／ MC-254●ワインレッド

●❷

8-637-5243
型式／ MC-253●●ホワイト

M価税抜 オープン
1本

税抜税抜

¥¥ 770000
税込¥770

M価税抜 オープン
1本

税抜税抜

¥¥ 778800
税込¥858
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