
PACIFIC YOKO オリジナル天板

・空焼き、直火でのご使用はお止め下さい。オーブンでも250℃以上ではご使用しないでください。
・初回使用時は150℃前後のオーブン予熱にて油脂分を取り除いて下さい。また、金属たわし等でこすらない
ようお願い致します。
・毎使用後は柔らかい布やプラスチックスクレーパーで汚れを取り除いてください。     
・洗浄する際には長時間水に浸け込まないでください。 
・毎使用時には必要に応じて離型油を併用してください。 
＊オーブンで使い始め当初は熱膨張による変形が起きることがあります。これはプレス天板特有の通常の症
　状で、しばらくお使いいただくと安定します。 

鋼板にアルミメッキを施したもので防錆効果があります。鉄系なので磁石が付き、離型性はありません。一般的
にアルタイトと呼ばれています。熱伝導がよく焼きムラなく仕上がるため、当社では型物に多く採用しております。

アルミを主成分とした合金です。アルミ鋼板に比べて高価ではありますが、軽量で強度もあり、当社では軽量
天板等に採用しております。

プライマーに硬質セラミックスを配合した２層のフッ素樹脂コーティングで
す。硬質セラミックス配合により耐久性が向上しています。一般的にはテフロ
ン加工と呼ばれています。（テフロンは、フランスデュポン社の商標名です）

オキツモ㈱の３層コーティングで、フッ素樹脂加工の１種です。
硬質セラミックスダブル配合により耐久性が飛躍的に向上しています。

表層はフッ素樹脂で、プライマーにセラミックパウダーを配合することにより遠赤外線効果で火通りを補助し
ます。当社では食型など容量の大きいものに採用しております。

アルミの表面処理（陽極）です。フッ素樹脂に比べて離型性は低くなります。

アルミメッキ鋼板

アルミ合金

フッ素樹脂加工

マキシコート

セラミックコート

アルマイト加工

アルミメ キ鋼板

材質について

空焼き 直火でのご使用はお止め下さい オ ブンでも250℃以上ではご使用しないでください

天板の取り扱いについて

フ 素樹脂加工

表面加工について

オーブンシート

オリジナルシート

TS001

オリジナルシ

サイズ：500×350mm
材質：ファイバーグラスにフッ素樹脂加工
その他：中国製　耐熱温度260℃
注文最少Lot：10枚

材質：シリコン、グ
ラスファイバー
その他：中国製
注文最少Lot：10枚

サイズ：490×340mm　厚み0.85mm

シリコン
ベーキングシート

PC003 6取り天板用
サイズ：312×255mm　厚み0.85mm

PC005 家庭用サイズ

サイズ：580×380mm　厚み0.85mm
PC006 ヨーロッパサイズ天板用

材質：グラスファイ
バー、シリコン
その他：中国製
注文最少Lot：10枚

サイズ：312×255mm　厚み0.85mm

シリコン
ベーキングメッシュ

PC005M 家庭用サイズ

サイズ：490×340mm　厚み0.85mm
PC003M 6取り天板用

サイズ：580×380mm　厚み0.85mm
PC006M ヨーロッパサイズ天板
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PACIFIC YOKO オリジナル天板
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鋼板にアルミメッキを施したもので防錆効果があります。鉄系なので磁石が付き、離型性はありません。一般的
にアルタイトと呼ばれています。熱伝導がよく焼きムラなく仕上がるため、当社では型物に多く採用しております。

アルミを主成分とした合金です。アルミ鋼板に比べて高価ではありますが、軽量で強度もあり、当社では軽量
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す。硬質セラミックス配合により耐久性が向上しています。一般的にはテフロ
ン加工と呼ばれています。（テフロンは、フランスデュポン社の商標名です）

オキツモ㈱の３層コーティングで、フッ素樹脂加工の１種です。
硬質セラミックスダブル配合により耐久性が飛躍的に向上しています。

表層はフッ素樹脂で、プライマーにセラミックパウダーを配合することにより遠赤外線効果で火通りを補助し
ます。当社では食型など容量の大きいものに採用しております。

アルミの表面処理（陽極）です。フッ素樹脂に比べて離型性は低くなります。

アルミメッキ鋼板

アルミ合金

フッ素樹脂加工

マキシコート

セラミックコート

アルマイト加工

アルミメ キ鋼板

材質について

空焼き 直火でのご使用はお止め下さい オ ブンでも250℃以上ではご使用しないでください

天板の取り扱いについて

フ 素樹脂加工

表面加工について

オーブンシート

オリジナルシート

TS001

オリジナルシ

サイズ：500×350mm
材質：ファイバーグラスにフッ素樹脂加工
その他：中国製　耐熱温度260℃
注文最少Lot：10枚

材質：シリコン、グ
ラスファイバー
その他：中国製
注文最少Lot：10枚

サイズ：490×340mm　厚み0.85mm

シリコン
ベーキングシート

PC003 6取り天板用
サイズ：312×255mm　厚み0.85mm

PC005 家庭用サイズ

サイズ：580×380mm　厚み0.85mm
PC006 ヨーロッパサイズ天板用

材質：グラスファイ
バー、シリコン
その他：中国製
注文最少Lot：10枚

サイズ：312×255mm　厚み0.85mm

シリコン
ベーキングメッシュ

PC005M 家庭用サイズ

サイズ：490×340mm　厚み0.85mm
PC003M 6取り天板用

サイズ：580×380mm　厚み0.85mm
PC006M ヨーロッパサイズ天板

PACIFIC YOKO オリジナル天板

サイズ：530×380×H30mm・H40mm
表面：フッ素加工　材質：アルミメッキ鋼板
重量：約1.3kg　注文最少Lot：10枚

6取天板通常型

安価で人気

油脂のムダがなくなり作業効率もアップ

軽量で女性にも持ちやすい 軽量で女性にも持ちやすい

PYJ005
焼成用

サイズ：530×380×H30mm・H40mm
表面：フッ素加工　材質：アルミ合金
重量：約960g　注文最少Lot：10枚

6取軽量天板PYJ002

厚さ
1.2mm

厚さ
1.2mm

厚さ
0.7mm

焼成用

サイズ：530×380×H30mm
表面：アルマイト加工　材質：アルミ合金
重量：約960g　注文最少Lot：10枚 

6取軽量天板PYJ003
冷蔵用、焼成用

サイズ：600×400×H25mm
表面：フッ素加工　材質：アルミ合金
重量：約1.0kg　注文最少Lot：10枚

ヨーロッパ軽量天板PYE001
デッキオーブン向け

サイズ：600×400×H13mm
表面：マキシコート　材質：アルミ合金
重量：約1.0kg　注文最少Lot：10枚

ヨーロッパシートパンPYE002

厚さ
1.5mm

厚さ
1.2mm

厚さ
1.2mm コンベクション、

ラックオーブン向け

サイズ：600×400×H25mm
表面：アルマイト加工　材質：アルミ合金
重量：約1.0kg　注文最少Lot：10枚 

ヨーロッパ軽量天板PYE003
冷蔵用、焼成用

サイズ：645×435×H20mm
表面：ノーコート　材質：アルミメッキ鋼板
その他：1ケース10枚入り　重量：約1.5kg　注文最少Lot：10枚

冷蔵天板PYT001
冷蔵用

厚さ
0.5mm

サイズ：600×400×H20mm
表面：アルマイト加工　材質：アルミ合金
重量：約1.0kg　注文最少Lot：10枚

ヨーロッパ角型冷蔵天板PYE004
冷蔵用、焼成用

サイズ：600×400×H8mm
材質：ステンレス
重量：約1.2kg　注文最少Lot：10枚

ステンレスグリーPYE005

厚さ
0.7mm

厚さ
1.5mm

サイズ：600×400mm　表面：マキシコート
材質：アルミメッキ鋼板  その他：幅40mm  7列
重量：約2.2kg　注文最少Lot：1枚 

ヴィエノワPYE006

サイズ：530×380×H33mm
表面：フッ素加工　材質：アルミメッキ鋼板
その他：170×66×H15mm 12連　重量：約1.75kg　注文最少Lot：1枚

塩パン天板（6取）PYJ006
焼成用

厚さ
0.8mm

※高さ30, 40mmどちらかお選びください。
※PYJ001と同等商品です。
フチを巻き込み型に変更いたしました。

※高さ30, 40mmどちらかお選びください。

別注カップのオーダーメイド承ります

天板を選ぶのに迷ったら
・丈夫で長持ちするものがいい　
　→マキシコートのPYE002　ヨーロッパシートパン
・女性も多く作業する
　→軽量タイプ（PYJ002, 003, PYE001, 003）
※軽量タイプは変形が起きにくいようにフチにワイヤーが入ってい
ます。
・とりあえず安いタイプがいい
→アルミメッキ鋼板を使用したPYJ005や、シンプル
な作りのPYE004, PYT001

日本製（もしくは中国製）
※同サイズで100個以
上、納期2ヶ月程（数量
による）

サイズ（上部直径内寸、下部直径内寸、高さ）・数量をご連絡ください。
お見積り致します。
下記のご希望をおしらせください。
フチ巻きの有無、底取れの有無、材質（ブリキ、アルミ、アルタイト、ス
テンレス）、板厚、塗装の有無 （塗装なし、シリコン加工、フッ素加工）
材質によってはご希望の厚みがご用意できない場合もございます。
材質との相性により、ご希望の塗装ができない場合もございます。

ステンレス製のラック、お取り寄せでご注文いただけます。

TS1917
ステンレス18段ラック
サイズ：460×610×1780mm
材質：SUS304
中国製 
※２台以上～、お取り寄せ商
品です。
納期2ヶ月程頂いております。
 
サイズ変更などのカスタマイ
ズについてはお問い合わせく
ださい。

軽量で女性にも持ちやすい ３層のマキシコートで丈夫で長持ち！ 軽量で女性にも持ちやすい

安価で人気

サイズが大きくて作業性がよく、番重のフタに

３層のマキシコートで丈夫で長持ち！

他にもセルクルの別注オーダーも承っております。
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PACIFIC YOKO オリジナル型

サイズ：φ105×275mm（315×400mm）
表面：マキシコート　材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：350g　重量：約4.25kg　注文Lot：1枚

波ラウンド3連　落し蓋式PYO001
サイズ：φ80×130mm（530×185mm）
表面：フッ素加工　材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：150g　重量：約2.35kg　注文Lot：1枚

ミニラウンド5連PYO002

厚さ
0.7mm

厚さ
0.7mm

厚さ
0.7mm

サイズ：φ100×40mm（400×485mm）
表面：フッ素加工　材質：アルミメッキ鋼板
重量：約2kg　注文Lot：1枚

パンドリーニ星型PYO003

サイズ：60mm角（530×65mm）
表面：セラミックコート　材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：70g　重量：約1.25kg　注文Lot：1本

サイコロ4連　蓋付きPYO006
サイズ：135×72×H46mm（590×390×H47mm）
表面：フッ素加工　材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：130g　重量：約6.5kg　注文Lot：1本

ミニシュトーレン16連　蓋付きPYO007
サイズ：φ70mm（530×140mm）
表面：フッ素加工　材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：80g　重量：約1.85kg　注文Lot：1枚

ミニボール5連PYO004

厚さ
0.7mm

サイズ：105/95×57/47×H50mm（450×117mm）
表面：セラミックコート　材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：100g　重量：約1.1kg　注文Lot：1本

ミニ食型5連PYO009
サイズ：φ131×H173　表面：シリコンコーティング
材質：鋳造アルミ（ダイキャスト）
目安生地量：350g　重量：約0.45kg　注文Lot：1本

パンドーロPY6804
サイズ：φ60×H80×底19mm（530×120×H64mm）
表面：フッ素加工　材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：80g　重量：約1.55kg　注文Lot：1本

エッグ5連PYO008

サイズ：φ90/70×H35（W530×D380×H35）
表面：セラミックコート　材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：70g　重量：約1.9kg　注文Lot：1本

カップ90天板12面PYO011
サイズ：φ35×H35（W600×D400×H60）
表面：フッ素加工　材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：40g　重量：約2.45kg　注文Lot：1本

ミニコロマフィンPYO012
サイズ：φ100/80×H35（W530×D380×H35）
表面：セラミックコート　材質：アルミメッキ鋼板
目安生地量：80g　重量：約1.9kg　注文Lot：1本

カップ100天板12面PYO010

プラスチック発酵かご　ラウンド プラスチック発酵かご　オーバル

小（20cm）
GXK200

サイズ：直径20cm　
　　　　高さ8cm
その他：生地量500-700g

中（23cm）
GXK230

サイズ：直径23cm
　　　　高さ9cm
その他：生地量1000g

材質：プラスチック　ドイツ製　注文Lot：5個 材質：プラスチック　ドイツ製　注文Lot：5個

小（21×15cm）
AOK210150 AOK250150

サイズ：21×15cm
　　　　高さ8.5cm
その他：生地量500g

中（25×15cm）
サイズ：25×15cm
　　　　高さ9cm
その他：生地量750g

サイズ（内寸５ヶ所）・本数をご連絡ください。
お見積もり致します。
ストッパー、ガス穴、蓋、連結などオプションもご相談く
ださい。
※同サイズ10本以上、納期2ヶ月程

上部内寸長さ(A)

下部内径長さ(B)下部内寸長さ(B)

高さ内寸 (E)

上部内寸巾 (C)

下部内寸巾 (D)

食型シングルの表示高さ内寸 (E)高さ内寸 (E)
A / B×C / D×E

食型のオーダーメイド承ります
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PACIFIC YOKO オリジナル型
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その他：生地量500-700g
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PACIFIC YOKO オリジナル小物

スクエアケーキパンM
BSP08 

サイズ：20.2（18）×H4.9cm
コーティング：ブラック
注文Lot：24枚

レモンケーキ6個取
CB01174

フィナンシェ8個取
CB01175

スティックフィナンシェ6個取
CB01176

マロンケーキ6個取

家庭用シリコンアイテム

CB01200

材質：スチールにシリコン加工
製造国：中国
耐熱温度：220℃まで
・家庭用タイプの小さめの型
です。水分が残っていると
錆びやすく、長期間の業務
用使用には向いておりませ
ん。
・直火、空焼き、食器洗浄機、
食器乾燥機ではご使用にな
れません。
・ブラックコーティングとシ
ルバーコーティングには使
用感の差はございません。

ドーナツ型6個取
EDT06 

スクエアケーキパンL
BSP09 

サイズ：23（20.5）×H5cm
コーティング：ブラック
注文Lot：24枚

クグロフ10cm （小）
CB3040S

サイズ：10×h4.5cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚

ACC022B

マフィン型6個取
BMM06

マフィン型12個取
BMM12 

マドレーヌ型12個取
EMB12

マドレーヌ型9個取
EMB09 

クグロフ14cm （中）
CB3040

サイズ：14×h6cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚

クグロフ16cm （大）
CB00155-S

サイズ16.5×h9.5cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚

サイズ：6.5cm
外寸：23.7×23.7cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚

サイズ：7cm
外寸：26×18cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚

サイズ：7（4.5）×H2.9cm
外寸：26×17.8cm
コーティング：ブラック
注文Lot：24枚

サイズ：4.7（3）×H2.4cm
外寸：26×19.8cm
コーティング：ブラック
注文Lot：24枚

サイズ：7×4cm
外寸：26×20cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚

サイズ：6×6cm
外寸：30×20×h3.5cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚

サイズ：7.8×5.3cm
外寸：26×17.5×h3.5cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚

サイズ：3.6×7.8cm
外寸：26×20×h1.5cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚

サイズ：2.5×15cm
外寸：26×20×h2cm
コーティング：シルバー
注文Lot：24枚

スチールにシリコン加工をした離型性のよい型です。家庭向けの商品です。

長さ：18.5cm（6cm）幅：4cm
イタリア製

スモールブラシ　ブルー
ACC022Y
スモールブラシ　イエロー
ACC022O
スモールブラシ　オレンジ
注文Lot：5本

ACC023B

長さ：21cm（6cm）幅：4cm
イタリア製

ミディアムブラシ　ブルー
ACC023Y
ミディアムブラシ　イエロー
ACC023O
ミディアムブラシ　オレンジ
注文Lot：5本

ACC027B

長さ：26cm（9cm）幅：5.5cm
イタリア製

スパチュラ　ブルー
ACC027Y
スパチュラ　イエロー
ACC027P
スパチュラ　ピンク
注文Lot：5本

サイズをご相談ください。お見積もり致します。
※1000個以上～、中国産、納期2～3ヶ月程

籐の発酵かごのオーダーメイド承ります
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PACIFIC YOKO 取扱い衛生アイテム

セラ検査データ集

CELA（セラ）は、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの欠点をなくし、利点を引き出した弱酸性水です。次亜塩素酸の酸化反応により、ウィルス・菌を抑制し、においを分解
します。インフルエンザウィルス、ノロウィルスなどへの高い除菌効果と安全性が実証されており、食品加工施設・ホテル・介護施設・病院など幅広い分野で安心してご使用い
ただいております。ほとんどの成分が水のためアルコールに比べ低刺激で、希釈の手間や手荒れの心配もなく、日常の消臭・除菌対策にも安心してご使用いただけます。

FOUR BIRDIE（フォーバーディ）は、界面活性剤を含まず水のチカラで汚れを落とすアルカリ電解水です。アルカリイオンによって、頑固な油やタンパク質の汚れ落としに高い効果
を発揮します。キッチン周りの清掃、お風呂掃除、タバコで汚れた壁など、あらゆる場面でご使用いただけます。今まで諦めていた頑固な汚れにぜひお試し下さい。

CELA  300mlスプレーCL-300 Lot：12

フォーバーディー  500ml
スプレーボトル

DTS-0030
Lot：12

フォーバーディー1L（詰替用）
ポリタンク

DTS-0040
Lot：8

フォーバーディー２L（詰替用）
ポリタンク / Lノズル付

DTS-0050
Lot：6

フォーバーディー４L（詰替用）
ポリタンク / Lノズル付

DTS-0060
Lot：4

フォーバーディー20L
ガロンボックス / コック付 

DTS-0250
Lot：1

CELA  300ml詰替CL-302 Lot：10

CELA  キュービテナー10LCL-010 Lot：1

CELA  キュービテナー20LCL-020 Lot：1

入口自動噴霧器（前2mまで対応）remove Lot：1

コンパクトスプレー（100Ｖ・噴霧器）JS-910FB Lot：1

CELA  1000mlポンプ・空ボトルCL-BK1000 Lot：5

超音波霧化器（12畳対応）UD-200Ⅳ Lot：1

超音波霧化器（100畳対応）JM-1000 Lot：1

超音波霧化器（40畳対応）JM-300 Lot：1

※詳しい資料は別途ご送付いたします。お問い合わせください。

※詳しい資料は別途ご送付いたします。お問い合わせください。

成分
水、次亜塩素酸ナトリウム（食品添加物）、希塩酸（食品添加物）
使用方法
20～30cm離して適量を直接スプレーしてください。
保管方法
紫外線に弱いため、直射日光を避けて保管をお願いします。
使用できないもの
電子機器等、水をかけてはいけないもの

フォーバーディーは非常に小さ
なクラスターのお水で、汚れと
物体の界面に浸透し、汚れを
マイナスイオンで包み込み、物
体から剥離します。

Made in Japan

成分
アルカリ電解水100%
使用方法
スプレーした後、ティッシュペーパーや布で拭き取ってください。
頑固な汚れは、噴射後数分待って擦り取るとより効果が得られます。
保管方法
直射日光を避けて保管をお願いします。
使用できないもの
電子機器等、水をかけてはいけないもの、漆・シルク製品・コーティン
グされているもの、皮革類・金・銀・銅・アルミ・鉛

Made in Japan

セラは優れた除菌効果と高い安全性が実証されています。
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PACIFIC YOKO 取扱い衛生アイテム

セラ検査データ集

CELA（セラ）は、除菌効果のある次亜塩素酸ナトリウムの欠点をなくし、利点を引き出した弱酸性水です。次亜塩素酸の酸化反応により、ウィルス・菌を抑制し、においを分解
します。インフルエンザウィルス、ノロウィルスなどへの高い除菌効果と安全性が実証されており、食品加工施設・ホテル・介護施設・病院など幅広い分野で安心してご使用い
ただいております。ほとんどの成分が水のためアルコールに比べ低刺激で、希釈の手間や手荒れの心配もなく、日常の消臭・除菌対策にも安心してご使用いただけます。

FOUR BIRDIE（フォーバーディ）は、界面活性剤を含まず水のチカラで汚れを落とすアルカリ電解水です。アルカリイオンによって、頑固な油やタンパク質の汚れ落としに高い効果
を発揮します。キッチン周りの清掃、お風呂掃除、タバコで汚れた壁など、あらゆる場面でご使用いただけます。今まで諦めていた頑固な汚れにぜひお試し下さい。

CELA  300mlスプレーCL-300 Lot：12

フォーバーディー  500ml
スプレーボトル

DTS-0030
Lot：12

フォーバーディー1L（詰替用）
ポリタンク

DTS-0040
Lot：8

フォーバーディー２L（詰替用）
ポリタンク / Lノズル付

DTS-0050
Lot：6

フォーバーディー４L（詰替用）
ポリタンク / Lノズル付

DTS-0060
Lot：4

フォーバーディー20L
ガロンボックス / コック付 

DTS-0250
Lot：1

CELA  300ml詰替CL-302 Lot：10

CELA  キュービテナー10LCL-010 Lot：1

CELA  キュービテナー20LCL-020 Lot：1

入口自動噴霧器（前2mまで対応）remove Lot：1

コンパクトスプレー（100Ｖ・噴霧器）JS-910FB Lot：1

CELA  1000mlポンプ・空ボトルCL-BK1000 Lot：5

超音波霧化器（12畳対応）UD-200Ⅳ Lot：1

超音波霧化器（100畳対応）JM-1000 Lot：1

超音波霧化器（40畳対応）JM-300 Lot：1

※詳しい資料は別途ご送付いたします。お問い合わせください。

※詳しい資料は別途ご送付いたします。お問い合わせください。

成分
水、次亜塩素酸ナトリウム（食品添加物）、希塩酸（食品添加物）
使用方法
20～30cm離して適量を直接スプレーしてください。
保管方法
紫外線に弱いため、直射日光を避けて保管をお願いします。
使用できないもの
電子機器等、水をかけてはいけないもの

フォーバーディーは非常に小さ
なクラスターのお水で、汚れと
物体の界面に浸透し、汚れを
マイナスイオンで包み込み、物
体から剥離します。

Made in Japan

成分
アルカリ電解水100%
使用方法
スプレーした後、ティッシュペーパーや布で拭き取ってください。
頑固な汚れは、噴射後数分待って擦り取るとより効果が得られます。
保管方法
直射日光を避けて保管をお願いします。
使用できないもの
電子機器等、水をかけてはいけないもの、漆・シルク製品・コーティン
グされているもの、皮革類・金・銀・銅・アルミ・鉛

Made in Japan

セラは優れた除菌効果と高い安全性が実証されています。

焼き菓子用に開発された離型油の極意
カーレックス・スプレーXS
Carlex Spray XS
スプレーした後に消泡効果を発揮し、離型油の薄い皮
膜を形成します。
従来よりも少量で抜群の剥離効果と美しい焼き上がり
を実現します。

入　　目：400ml×12本／箱　　　　　　　　
賞味期限：製造後18ヶ月
原 材 料：食用植物油脂、プロパン、ブタン、乳化剤

（菜種由来）、シリコーン樹脂
噴霧用高圧ガスにはLPGを使用。
最適保管温度は15 ～ 25℃です。

パン屋さん向けスプレー缶入り離型油
カーレックス・スプレー
Carlex Spray
ゼーランディア社の優れた離型油を少量でいつでも簡
単に使えるようにと、スプレー容器入りにした製品です。
剥離性が高いことは勿論、焼き付き汚れを最小限に留
めます。

入　　目：600ml×6本／箱　　　　　　　　
賞味期限：製造後18ヶ月
原 材 料：食用植物油脂、プロパン、ブタン、

乳化剤（菜種由来）
噴霧用高圧ガスにはLPGを使用。
最適保管温度は15 ～ 25℃です。

※火気と高温にご注意下さい

※火気と高温にご注意下さい
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