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レッドシーソルト - 化学と自然の融合

原材料

紅海はインド洋を入り口とした、アフリカとアジア大陸に挟まれた地球上で最もエキゾチックで魅力的な海洋
環境の一つです。紅海には北半球でも有数のサンゴ礁が広がり、たくさんの固有種が生息するサンゴや生物
の楽園となっています。また、紅海は世界中の熱帯性サンゴ礁の中で最も多様性に富み、最も高いサンゴの
生息密度を誇っています。 

その独特で膨大な種を育むサンゴ礁の生物多様性が私たちにインスピレーションを与え、人工海水の原料と
なりました。この化学と自然を融合したレッドシーソルトの一粒一粒にはサンゴ礁が息づいています。我々は
自然のサンゴ礁をみなさまの元へお届けしたいと考えています。

採取

紅海からのきれいな海水はいくつかの塩田に引き込まれ、砂漠の暑い太陽のもと、自然の天日干し工程に入
ります。

最初の塩田で、海水はカルシウムや重金属を排出しながら蒸発し、元の40pptから約250pptの濃度になり
ます。続く塩田では、マグネシウムやカリウムなどのイオンを濃縮された塩水に残しながら、塩化ナトリウムの
結晶を形成します。天日干しの最後の工程では残った塩水が排出され、原料となる塩化ナトリウムの結晶を
収集し、有機物や他の汚染物質を取り除くために洗浄して乾燥させます。

この過程を経て、紅海に存在する他の47種の元素が含まれる自然で純粋な食用にも適する塩化ナトリウムの
結晶となります。この元素を豊富に含んだ塩化ナトリウムが、レッドシー社の人工海水の基本成分となりま
す。化学と自然が融合し、全ての塩粒にサンゴ礁の海水そのものが含まれるのです。

レッドシーソルトの72％以上を構成している原塩には中間および微量元素が自然の海水と同様に含まれて
います。これにより、人工的にはほぼ不可能とされる常に一定レベルの品質と均一性を実現しています。

製造工程の最後ではカルシウム・マグネシウム・カリウムや他の元素が加えられます。これは小ロットずつの厳
しい品質管理の基に行われています。

過剰なレベルの重金属は含まれていませんので、プロテインスキマーの機能に悪い影響を与えるEDTAなど
の化学結合剤も含まれていません。
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リーフベース-マリン＆リーフアクアリウムのためのプレミアムアラゴナイトサンド

必須成分が豊富な高品質の天然アラゴナイト。pHとアルカリ度（KH）が安定しています。全ての海水魚と
サンゴの飼育に最適です。

レッドシーリーフベースについて：

 º このオーライト状（魚卵石）のアラゴナイトの底砂は、自然に堆積したもので構成されており、再生可能かつ
持続的な供給源から採取されています。pHを8.2～8.3に安定させるのを助けます。

 º リーフベースは採取後、空気にさらされ、紫外線による殺菌とふるい分け、機械的な洗浄の処理がされて
います。この過程で洗浄が2回行われ、砂をクリーンに保っています。

 º ライブリーフベースには、研究室で選りすぐられた数百万もの有効なバクテリアが含まれています。これに
より立ち上げプロセスを短縮し、早期のサンゴ導入を可能にします。

 º ライブリーフベースのバクテリアは砂粒に固着しており、殺菌済みの清浄な天然海水によりパックされて
います。

純粋な炭酸カルシウムのオーライト状のアラゴナイトサンドは、バハマ沖に自然に沈殿し堆積したもので構成
されています。

リーフベースの種類:

10 kg. 袋入り 
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ライブリーフベース

新規水槽の立ち上げに有効なバクテリアが付着
したライブサンド 

リーフベース

必須成分が豊富な天然の高品質アラゴナイト 
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添加剤

リーフマチュアープロキット
250リットルまでの水槽に対応する生物学的熟成（立ち上げ）添加剤セット

ºº ニトロバック‐新規水槽内のライブロックや底砂、生物ろ過材に定着させ
るための硝化細菌および脱窒細菌の種が高い濃度でブレンドされていま
す。

ºº バクトスタート‐窒素およびリン成分をバランス良くブレンドしています。
実際の水槽内で自然に発生する老廃物を模しており、好気性と嫌気性バク
テリアの増殖をコントロールします。

ºº NO3:PO4-X‐脱窒細菌のための炭素源と他の有機結合元素の複合剤で
す。コケの栄養素（硝酸塩とリン酸塩）のレベルを正確にコントロールし
ます。

ºº KH-コーラリングロ‐特定の中間および微量元素を強化した海水用の
緩衝剤です。石灰藻と他の有益な微生物の成長を促進します。

KH-コーラリングロ
KH-コーラリングロは炭酸塩緩衝剤の複合添加剤です。カリウムや鉄などの微量
元素を、石灰藻が消費する比率に合わせて混合しています。コーラリングロは
リーフファンデーションB（バッファー剤）の代わりとして、新規立ち上げ中の
海水水槽や魚のみの水槽またはソフトコーラル水槽でご使用頂けます。コーラリ
ングロは、pH/KHテストキットでアルカリ度を計測し、その低下した値に沿って
添加して下さい。 

ハードコーラルの生育に最適なシステムでは、石灰藻は何も添加しなくても
急速に生長します。魚水槽またはソフトコーラル水槽で石灰藻を生長させる
にはアルカリ度を約3meq/l（8.4dKH）を維持し、特定の中間および微量
元素を摂取できる状態にする必要があります。

KH-コーラリングロは100mlと500mlの2サイズがあります。500mlには添加に
便利な計量カップが付属されています。

テストキット

マリンケアテストキット
新規水槽の立ち上げまたは魚水槽の維持やコケの対策に必要とされる
試薬を含むマルチテストキットです。 マリンケアキットには、pH・KH・
アンモニア・硝酸塩・亜硝酸塩の試薬が含まれています。耐久性、耐薬品
性に優れたプラスチックの箱に梱包されています。 

Marine Care Program 
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リーフケアプログラム- 紹介

レッドシーリーフケアプログラム（RCP）‐サンゴ育成プログラムの目的 

• サンゴの健康維持

• サンゴの成長促進

• サンゴの色彩向上

リーフアクアリウム内でのSPS、LPS、ソフトコーラルの生理学的要求に関して長年にわたる研究を重ねた
結果、コンプリートリーフケアプログラムが完成しました。

このプログラムでは、コケの問題やサンゴの成長と色揚げなどについて、どのように対策し対処するのかが
説明されています。プログラムでは： 

• 水槽内で起きる多くの生物学的プロセスの相互関係とそれらはどのように関連し合っているのか説明され
ています。

• 飼育タイプ別の水質パラメーターの理想値が指定されているので、自分の水槽について理解が深まります。

• 理想的な水質を維持するための明確で包括的かつ一貫した製品群が含まれています。

RCPは人工的なサンゴ水槽内で起きる様々な生物学的プロセスに従って、相互を補完する4つのサブプログ
ラムに分けられています。. 

リーフファンデーションプログラム
カルシウム、マグネシウム、炭酸塩レベルのバランスのとれた
正しい値を定め、その値を維持します。 

アルジーマネージメントプログラム 
硝酸塩とリン酸塩の減少をコントロールしてコケの発生を
防ぎ、サンゴの成長または色彩を向上させます。

コーラルニュートリションプログラム
サンゴの代謝プロセスに必要とされる栄養サプリ
メントを供給します。

コーラルカラープログラム 
サンゴの本来の色彩を引き出す31種の中間
および微量元素を正確に補充します。 

コーラル
カラー
プログラム

サンゴの色揚げ

コーラルニュートリション
プログラム

サンゴの栄養

アルジーマネージメントプログラム
硝酸塩とリン酸塩（コケの栄養素）の

コントロール

リーフファンデーションプログラム
サンゴの健康と活力の鍵 -

バランスのとれたカルシウム、KH、マグネシウム
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Reef Care Program 

アルジーマネージメントプログラム

サンゴに共生する褐虫藻

共生藻の役割とサンゴとの関係を理解することはアルジーコントロールプログラムを上手く実行する
ために重要です。

自然のサンゴは50～500万/cm2の密集度で軟部組織中に褐虫藻を宿します。サンゴはエネルギーの
85%を褐虫藻から受け取り、残りの15%は周囲の海水から得られるサンゴの栄養素（炭水化物、アミ
ノ酸、脂肪酸）を軟部組織において代謝することによって生産します。このエネルギーがタンパク質生成
や骨格形成などサンゴの全ての代謝プロセスに使われます。

褐虫藻は熱帯サンゴ礁の強い日光を主要なエネルギー源とし、光合成による生産物（炭水化物、アミノ酸、
脂肪酸）の最大95%をサンゴに与え、残りを自分の代謝プロセスに使用します。サンゴは褐虫藻に
栄養素、窒素化合物、リン酸塩、CO2を提供します。栄養素の再利用を含むこの共生関係が生態学的な
成功の鍵となります。

この共生関係には、強い光からの防護という他の側面があります。自然界では、褐虫藻は光を吸収し、
デリケートなサンゴの軟部組織内部への光をさえぎることでサンゴを強い紫外線から守っています。

自然界では褐虫藻の密集度はサンゴから排出された藻類の栄養素（硝酸塩とリン酸塩）によってコント
ロールされますが、人工的なリーフアクアリウムにおいては藻類の栄養素の量は急激に蓄積され、もし
コントロールしなければ褐虫藻の過密発生を引き起こします。

栄養素が多いことによって引き起こされた褐虫藻の過密発生は自然なバランスを乱し、褐虫藻とサンゴ
が資源の摂取で競合するようになり、栄養素の添加がなければサンゴは栄養不足になる可能性があり
ます。さらに、褐虫藻の増加はサンゴを濃い茶色の色合いにし、サンゴ本来の鮮やかな色素を覆い隠し
てしまいます。しかし、褐虫藻の密集度が許容範囲内であれば、サンゴの成長に必要なエネルギーが
供給されます。

藻類の栄養素を減らせば褐虫藻はサンゴから直接与えられる栄養素だけで生きることができる密度
まで減少します。

この状況ではサンゴが褐虫藻から受け取るエネルギーは少なくなり、紫外線からの防御も弱くなり
ます。この状況で、もし適切なサンゴの栄養素（炭水化物、アミノ酸、脂肪酸）を容易に得ることができ
れば、サンゴの軟部組織は内部のエネルギー生産を増加することができます。また、必要な微量元素が
あれば、サンゴは軟部組織の色素形成を促進することにより自然の紫外線防御を強化でき、色彩も
きれいになります。.
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藻類の栄養素のコントロール

藻類の栄養素（硝酸塩とリン酸塩）の微生物学的減少は水槽内の全ての無酸素
エリア（ライブロックや多孔性フィルターの内部、底砂の下部）で自然に起こり
ます。適した炭素源とミネラルを定期的に投与して自然のプロセスをサポートす
ることで、藻類の栄養素のレベルを大幅にコントロールすることが簡単で信頼
できる手法となり、わずらわしいコケの発生とサンゴに共生する褐虫藻の生息
密度の両方を安全にコントロールできます。 

アルジーマネージメント添加剤

NO3:PO4-X
®º
（エヌオースリーピーオーフォーエックス） 

NO3:PO4-Xはコケの栄養素を減らすバクテリアのための炭素複合剤です。複合剤
中の各炭素は、各ステージで必要とされる特定の炭素：窒素：リンの比率を維
持しながら、各種の微生物が利用します。

複合剤には減少プロセスの各ステージにおける重要な刺激物質である有機結合
元素を含みます。これらの金属元素と非金属元素は、安定したバクテリアの繁殖
と硝酸塩の窒素ガスへの還元、そしてバクテリアによるリン酸塩の吸収と利用を
実現します。

水質を測定しながら、NO3:PO4-Xを添加して硝酸塩とリン酸塩のレベルを適正に
コントロールすれば、栄養素レベルが徐々に変化して正確に維持できるようにな
り、紫外線のショックとサンゴの飢餓を引き起こす可能性がある褐虫藻密集度の
破綻を防ぐことができます。

他の低栄養システムのものと異なり、NO3:PO4-Xはサンゴに有益な全ての微生物群を維持しま
す。NO3:PO4-Xは炭素ベースのデナイトレーターで炭素源として使用することができます。

 ※NO3:PO4-Xのご使用にはプロテインスキマーが必要となります。

NO3:PO4-Xは100mlと500mlと1000mlのボトル入りで、便利な計量カップが付属しています。 

アルジーマネージメントテストキット 

硝酸塩プロテストキット、リン酸塩プロテストキット
レッドシーの硝酸塩プロテストキット、リン酸塩プロテストキットは使いやすい比色
方式の検査試薬です。NO3:PO4-X の正確な添加に必要な精密な測定ができ、コケの栄
養素のレベルをコントロールすることが可能となります。アルジーコントロール キ
ットは２種類のテストが同梱されており便利です。 

テストキット名 元素 精度 測定範囲 測定方式 測定回数

硝酸塩プロ NO3 0.125 ppm 0-64 ppm 比色 100

リン酸塩プロ PO4  0.02 ppm 0-5 ppm 比色 100

各テストキットの試薬には詰め替え用が販売されています。

Reef Care Program 
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硝酸塩とリン酸塩を減少させる様々な方法の比較

減少の方法
NO3
減少

PO4
減少

減少の
コントロール 必須設備 テクニカルコメント

NO3:PO4-X Yes Yes Yes プロテイン
スキマー

研究の結果生み出され実証された製品です。NO3と
PO4をバランスを崩さずコントロールしながら
長期的に減少させるための必要な全ての成分が含まれ
ています。リアクターや交換メディアを必要としません。

VSV
(ウォッカ＋
砂糖＋酢）

Yes Yes Yes プロテイン
スキマー

NO3とPO4の急激な減少が可能です。しかし長期的
には、必須元素が不足すると効果が弱まり、バクテリア
バランスの崩壊に至る可能性があります。システムは
サンゴと魚に有毒なH2Sを発生する可能性がありま
す。

ウォッカ
または
エタノール

Yes No No プロテイン
スキマー

NO3は急激に減少しますがPO4は減少しません。
追加的なPO4減少策と組み合わせなければN：P比率
が壊れシアノバクテリアの大発生に繋がります。
長期的には、必須元素が不足すると効果が弱まり、
バクテリアバランスの崩壊に至る可能性があります。
システムはサンゴと魚に有毒な硫化水素を発生する
可能性があります。

デナイト
レーター 

Yes No No 反硝化
リアクター

NO3は急激に減少しますがPO4は減少しません。
追加的なPO4減少策と組み合わせなければN：P比率
が壊れシアノバクテリアの大発生に繋がります。
カーボンシステム：本質的に不安定で調節が難しいです。
サンゴと魚に有毒なH2Sを発生する可能性が
あります。
長期的には、必須元素が不足すると効果が弱まり、
バクテリアバランスの崩壊に至る可能性があります。
サルファーシステム：比較的メンテナンスが容易
ですが、詰まりやすく突然のpH低下の原因となります。

NO3 / PO4 
除去剤

Yes Yes No メディア
リアクター

急激ですがコントロールされていないNO3/PO4の
減少で、サンゴにストレスを与えます。ゼオライト
や水酸化鉄のイオン交換材といった製品の中には
好ましくない陽イオンを放出するものもあります。
また、低品質の製品も好ましくない金属（アルミニウム、
鉄）を放出します。

リフジウム Yes Yes No リフジウム
メンテナンスは楽だがNO3/PO4減少は遅く
コントロールされていません。生息する藻類が
崩壊した場合はアレロケミカル（サンゴに有害）が
システムに放出されます。

Reef Care Program 



22

コーラルカラープログラム

レッドシーの研究により、基礎成分に加えて全てのサンゴの骨格と軟部組織に存在する31種の中間および
微量元素が明らかになりました。コーラルカラー添加剤シリーズは、これらの元素をハードコーラル
の軟部組織における特定の色素の生産と関連があり、同じような生物学的機能を持つ４つのグループ
（コーラルカラーＡ、Ｂ，Ｃ，Ｄ）に分けたものです。これらの色素は、生化学的なプロセスに要求される
特定の元素が正しい濃度で存在する時だけ生産されます。ハードコーラルは、サンゴの実際の色とは
関係なく、31種の全ての元素を必要としています。 

測定された摂取量を添加する

コーラルカラー添加剤は、各製品に含まれる元素の比率がサンゴの骨格や軟部組織と同じになるように
配合されています。

研究の結果、サンゴの成長と代謝活動に比例する全体的なカルシウム消費と各コーラルカラーに含まれる
元素消費の間には、一定の比率があることが分かりました。サンゴのカルシウム消費量を測定することで、
全てのコーラルカラー添加剤を簡単かつ安全に添加することができます。

コーラルカラーＡ、Ｂ、Ｃは独自のコーラルカラープロテストキットで正確に計測できる主要な元素（ヨウ
素、カリウム、鉄）を含みます。よって、より高度なLPSとSPS水槽では、サンゴの総合的な要求に応じて
コーラルカラーＡ、Ｂ、Ｃを正確に添加することができます。

コーラルカラーº添加剤

コーラルカラーＡ
コーラルカラーＡはハロゲンの複合剤（ヨウ素、臭素、フッ素）です。ハロゲンは
サンゴの軟部組織と粘液層において抗酸化剤としても酸化剤としても作用し、
サンゴの色褪せの可能性を減少させます。活動的なサンゴ水槽においては、 
これらの元素はその高い酸化能力と有機物との反応性のため非常に早く
消費されます。ヨウ素と臭素はピンクの色素タンパク質(pocciloporin) に
関連します。

コーラルカラーB
コーラルカラーＢはカリウムとホウ素の複合剤です。カリウムは軟部組織内におけるサンゴの栄養素の
運搬に重要な役割を持ちます。褐虫藻が提供する栄養素の運搬もこの中に含まれます。カリウムとホウ素
はサンゴの軟部組織内のアルカリ度に大きく影響し、サンゴの骨格でアラゴナイトを生成する役割があり
ます。カリウムは赤の色素タンパク質に関連します。

Reef Care Program 
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コーラルカラーC
コーラルカラーＣは、鉄・マンガン・コバルト・銅・アルミニウム・亜鉛・クロム・
ニッケルを含む8種類の「軽」金属の混合剤です。呼吸やエネルギー生産、 
葉緑素や光合成の触媒など、多くの生化学的代謝プロセスにおいて基本的な
役割を持つ必要不可欠な微量元素です。Cの元素は緑や黄の色素タンパクに
関連します。

コーラルカラーD
コーラルカラーＤは18種類の微量元素の混合剤で、（天然海水の全微量元素
の内）これらの18元素はサンゴの骨格と軟部組織の中で様々な代謝プロセス
に加わっています。Dの元素は青や紫の色素タンパクに関連します。

全てのリーフカラー添加剤は計量カップ付きの500mlボトル、または100ml
ボトルの4本セットがあります。

コーラルカラーテストキット

アイオディンプロテストキット
0.01ppmの単位で精密に測れる比色方式のテストキットで、測定回数は50
回です。これにより、コーラルカラーＡを正確に添加することできます。

ポタシウムプロテストキット
3ppmの単位で精密に測れる滴定方式のテストキットで、測定回数は40
回です。これにより、コーラルカラーＢを正確に添加することできます。

コーラルカラープロテストキット(I、K、Fe)
コーラルカラープロテストキット(I、K、Fe)は3種類のテストを１つにまとめた
もので、コーラルカラーＡ、Ｂ、Ｃを正確に添加することができます。

テストキット名 元素 精度 測定範囲 測定範囲 測定回数

アイオディンプロ I2 0.01 ppm 0-0.09 ppm 比色 50

ポタシウムプロ K 3 ppm 150- 450 ppm 滴定 40

アイアンプロ Fe 0.05 ppm 0-0.5 ppm 比色 50

各テストキットの試薬には詰め替え用が販売されています。 

Reef Care Program 
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コーラルニュートリションプログラム

ほとんどのサンゴは必要な栄養の約85%を共生関係である褐虫藻から受け取るという点で、光合成を
していると考えられます。コーラルニュートリションプログラムは好日性サンゴが必要とする残り15％
の栄養と、褐虫藻を持たないヤギやイボヤギなどの陰日性サンゴに対しては全ての必要とされる栄養
を供給します。

サンゴは食料源に向かって動くことができないので、口盤（針の先ほどの大きさ）に流れ着いた溶解性
有機物質（DOM）を消化するか、軟部組織を通して吸収するしかありません。サンゴ礁のDOMは、隣接
するサンゴの粘液、バクテリアの固まりなど広い範囲の有機源を由来とします。

サンゴの栄養素についてのレッドシー社の研究では、消化しやすく栄養価の高いDOM複合剤を作るた
めに、色々な食料源からできる様々なDOM成分の特定に焦点を当てました。

その特徴とは：

 ° ソフト、LPS、SPSコーラルや陰日性サンゴが成長や色揚げに利用する全てのエネルギー成分を供給

 ° 消化後に優れたエネルギーを与える効果

 ° 水を汚さない 

必要なサンゴの栄養素量は飼育するサンゴの種類により異なります。ＳＰＳサンゴの必要栄養素は特に
藻類の栄養素（硝酸塩とリン酸塩）のレベルにも左右されます。藻類の栄養素が少ないシステム、例えば
レッドシーのNO3:PO4-Xを使っている時は、褐虫藻からサンゴが受け取るエネルギーの量は著しく
少ないので、サンゴのエネルギー需要を満たすためにより多くの栄養素を与えなければなりません。

Reef Care Program 
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添加剤

リーフエナジーは2つの製品に分かれており、サンゴの成長や色揚げに利用する
全てのエネルギー、アミノ酸・ビタミン類が含まれています。

リーフエナジーA
リーフエナジーＡは炭水化物・アミノ酸・脂肪酸や浮遊繊維屑状タンパク質を
含む独自の成分で、サンゴが直接的に摂取・吸収が可能です。繊維屑状タン
パク質はサンゴの細胞組織内に自然に棲む微小バクテリアを増進し、粘液の
生産を増加させます。また、全ての内容成分がサンゴのタンパク質合成と
軟部組織の再生に利用されるので、不必要な有機物が水槽に入ることはあり
ません。リーフエナジーAはサンゴのポリプと軟部組織の拡張を刺激し、吸収
のための表面積を広げることで栄養の吸収効率を向上させます。 

リーフエナジーB

リーフエナジーBは濃度の高いビタミン類とアミノ酸の複合剤です。これらの
成分はサンゴや他の無脊椎動物の栄養需要において制限要素となることが
分かっています。この複合剤は褐虫藻によって作られるビタミンとMAA（海洋
性アミノ酸）と同じものを補充できます。ビタミン類は色素タンパク質の合成
において重要な前駆物質です。それと同時にアミノ酸は色素タンパク質の
ブロックを形成します。リーフエナジーBの全ての構成物質は海洋由来で溶解
性、サンゴによるビタミンと酸の吸収性を高めるため、独自の媒体の中で乳化
されています。

リーフエナジーＡとＢは計量カップ付きの
500mlのボトル、または100mlボトルの2本
セットがあります。.

Reef Care Program 
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リーフライティング T5蛍光灯

リーフアクアリウムで飼育されている大部分のサンゴは好日性で、成長
と色揚げに必要とされるエネルギーの85％は体内に共生する褐虫藻
から受け取っています。褐虫藻の増加を促進するには、照明の光強度
（蛍光灯で約1ワット/リッター）だけでなく、適正な波長の光を供給
することが非常に重要です。

レッドシーの新しいT5蛍光灯は、リーフアクアリウム環境でサンゴが
必要とする光について行った数々のテストの結果に基づいています。こ
のドイツ製の高品質な蛍光灯は、一番条件が厳しいサンゴの種類で
あるスモール・ポリプ・ストーニー・コーラル（SPSサンゴ）が必要な
光強度と波長を供給します。これらのサンゴにはミドリイシ、コモン
サンゴ、トゲサンゴを含み、ソフトコーラルよりもはるかに厳しい照明条件
が要求されます。

レッドシーのT5蛍光灯を組み合わせることで、美しくナチュラルな
視覚効果を創り出すだけでなく、コケを抑制しながら成長と色揚げを
促進することができます。

リーフスペックºブルーホワイトº15000K
特別なカラーブレンド（6,000K：22,000K＝60：40）が熱帯サンゴ礁
の水深1m‐20mの自然な光の環境を再現します。

リーフスペックºアクティニックº22000K
サンゴの蛍光色を最大限に引き出す、青色とアクティニックの特別な
混合波長。

 リーフスペックºピンク
リーフスペック ピンクの独特な波長は、SPSサンゴとLPSサンゴの赤色
やピンク色、紫色の色彩を引き立たせます。.

コケの栄養素レベル - アルジーマネージメント

製品名 色温度 色 ワット数 長さ

推奨する
コンビネーション

6本 10本

リーフスペックブルーホワイト 15000K ブルー/ホワイト 24/39/54 W 549/849/1149/1449 mm 3 5

リーフスペックアクティニック 22000K アクティニック/ブルー 24/39/54 W 549/849/1149/1449 mm 2 3

リーフスペックピンク - ピンク/紫 24/39/54 W 549/849/1149/1449 mm 1 2
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株式会社エムエムシー企画　レッドシー事業部

〒174-0063 東京都板橋区前野町6-29-4
E-mail：info@mmcplanning.com
http://www.mmcplanning.com

www.redseafish.com
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