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● HFMマーベ メタクリル人工大理石(MMA)
メタクリル人工大理石
ボウル一体型洗面カウンター

ＨＦＭ-５２３６

メタクリル人工大理石ボウル一体型洗面カウンター
カウンター品番

HFM－５２３６

HFM－５８３６

HFM－５０３５

カウンターサイズ

D550×W760～5200

D550×W800～5200

D550×W720～5200

カウンターカラー

HFMマーベ５色より

HFMマーベ５色より

HFMマーベ５色より

ボウル 容量

１４

１１

６

ボウル カラー

ホワイト色のみ

ホワイト色のみ

ホワイト色のみ

カウンター・ボウル詳細図

ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ ～W 900 価格

￥111,000

￥109,000

￥109,000

ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ ～W1200 価格

125,000

123,000

123,000

※上記の価格はカウンター＋ボウル１ケ付の単品税別価格です ※カウンターW１２００以上の価格はお問合せ下さい。 ※水栓金具ｾｯﾄ、固定金具、取付費は別途です

洗面カウンター ＨＦＭ－５２３６×２ﾎﾞｳﾙ

手洗カウンター ＨＦＭ－３０１８Ｃ
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● HFMマーベ メタクリル人工大理石(MMA)
メタクリル人工大理石ボウル一体型洗面カウンター
カウンター品番

HFM－６０４０

HFM－４２３３

HFM－３７０

カウンターサイズ

D550×W820～5200

D500×W660～5200

D550×W580～5200

カウンターカラー

HFMマーベ５色より

HFMマーベ５色より

HFMマーベ５色より

ボウル 容量

１１

８

５．５

ボウル カラー

ホワイト色のみ

ホワイト色のみ

ホワイト色のみ

カウンター・ボウル詳細図

※車椅子兼用洗面カウンター

ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ ～W 900 価格

￥109,000

￥105,000

￥106,000

ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ ～W1200 価格

123,000

119,000

120,000

※ ２０１９年 ４月販売予定！

特殊加工 納期３０日

カウンター品番

HFM－３５６０

HFM－３５５０

カウンターサイズ

D550×W820～5200

D550×W720～5200

カウンターカラー

HFMマーベ５色より

HFMマーベ５色より

ボウル 容量

２１

１８

ボウル カラー

ホワイト色のみ

ホワイト色のみ

カウンター・ボウル詳細図

ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ ～W 900 価格
ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ ～W1200 価格
※上記の価格はカウンター＋ボウル１ケ付の単品税別価格です ※カウンターW１２００以上の価格はお問合せ下さい。 ※水栓金具ｾｯﾄ、固定金具、取付費は別途です

ＨＦＭマーベ メンテナンスの仕方

ﾒﾗﾐﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ

汚れが染み込みにくく、汚れても簡単なお手入れで汚れが落とせます。
たとえキズがついても、サンドペーパーを使えば元通りにきれいになります。

ｸﾚﾝｻﾞｰをｽﾎﾟﾝｼﾞに浸す

① 日頃のお手入れは、やわらかい布で水拭きするだけで大丈夫です。
② 落ちにくい汚れは、水を浸したメラミンスポンジで落とすか、もしく
はクレンザーを布かスポンジに浸して拭き取ります。
③ 深いキズがついた場合は、サンドペーパー（240番 400番）で磨くと
表面はきれいになります。
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● HFMマーベ メタクリル人工大理石(MMA)
メタクリル人工大理石ボウル一体型手洗カウンター
カウンター品番

HFM－４０２６

HFM－３０１８Ｃ

HFM－２６１５Ｃ

カウンターサイズ

D450～410×W620～5200

D260×W590～5200

D230×W560～5200

カウンターカラー

HFMマーベ５色より

HFMマーベ５色より

HFMマーベ５色より

ボウル 容量

３

２．５

２．４

ボウル カラー

ホワイト色のみ

ホワイト色のみ

ホワイト色のみ

※ オーバーフロー無し

※ オーバーフロー無し

カウンター・ボウル詳細図

ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ ～W 900 価格

￥ 99,000

￥ 77,000

￥ 77,000

ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ ～W1200 価格

113,000

85,000

85,000

※上記の価格はカウンター＋ボウル１ケ付の単品税別価格です ※カウンターW１２００以上の価格はお問合せ下さい。 ※水栓金具ｾｯﾄ、固定金具、取付費は別途です

メタクリル人工大理石とは

熱や衝撃に強い優れた素材です
用途： ｷｯﾁﾝｶｳﾝﾀｰ、出窓ｶｳﾝﾀｰ、洗面ｶｳﾝﾀｰ、その他の医療
ｶｳﾝﾀｰ、受付ｶｳﾝﾀｰ、飲食店・店舗の作業台など
強さ： 火のついたﾀﾊﾞｺを置いても接点が小さいためこげつくことは
ありませんでした。
350℃に熱した平底鍋を5分間放置しても大きな損傷はありま
せんでした。
ただし、加熱した鍋を置く場合は鍋敷をご使用下さい。
キッチンカウンター

受付カウンター

幼児用ﾎﾞウﾙ一体型手洗カウンター

ＨＦＭ マーベシリーズ 高品質メタクリル人工大理石（ＭＭＡ） カラーバリエーション

クリアホワイト （ＭＳＷ）

グラングレー （ＭＡＧ）

グランホワイト （ＭＦＷ）

● サンプル写真は印刷の為、現物とは若干色が
異なります。
● 製造ロットにより色合いが多少異なる場合が
あります。
● サンプルは予告なく変更する場合があります。
当ホームページでもご覧になれます。
サンディスノー （ＭＳＮ）

サンディベージュ （ＭＢＧ）
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http://www.123hifumi.jp

ＨＦＭマーベ メタクリル人工大理石 施工実績
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ＨＦＭマーベ メタクリル人工大理石 施工実績
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● 高強度ポリエステル人工大理石
ボウル一体型洗面カウンター WBシリーズ

カラー ソリッドタイプＳシリーズ

※ポリエステル系人工大理石です
ご購入前にあたり P.11をご確認下さい

ＷＢ－３５６０
ｶﾗｰ Ｓ－１（ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）のみ
カウンター奥行 Ｄ600、Ｄ550用
ボウル深さ Ｈ125 容量 21㍑
ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ W

ｶｳﾝﾀｰ価格 （税別）

８２０ ～ ９００

￥ ９５，０００

～ １２００

￥１０５，０００

～ ３９００

お問合せ下さい

WB-3560

（深型ボウル）

ＷＢ－３５６０Ｆ
ｶﾗｰ Ｓ－１（ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）のみ
カウンター奥行 Ｄ600、Ｄ550用
ボウル深さ Ｈ180 容量 29㍑
ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ W

８２０ ～ ９００

WB-3560＋WB-3560F
（左ﾎﾞｳﾙ）WB-3560と
（右ﾎﾞｳﾙ）深型ﾎﾞｳﾙ WB-3560Fとの組合せ

ｶｳﾝﾀｰ価格 （税別）

￥１００，０００

～ １２００

￥１１０，０００

～ ３９００

お問合せ下さい

◎上記はカウンター（ボｳル１ケ付）のみの 単品価格です

ＷＢ－３５５０
ｶﾗｰ Ｓ－１（ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）のみ
カウンター奥行 Ｄ600、Ｄ550用
ボウル深さ Ｈ125 容量 18㍑
ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ W

ｶｳﾝﾀｰ価格 （税別）

７２０ ～ ９００

￥ ９５，０００

～ １２００

￥１０５，０００

～ ３９００

お問合せ下さい

WB－３５５０

ＷＢ－３５９５
ｶﾗｰ Ｓ-1（ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）のみ
カウンター奥行 Ｄ600、Ｄ550用
ボウル深さＨ125 容量 34㍑
カウンター価格例 （税別）
Ｗ1200×Ｄ600

￥131,000

※ カウンターサイズ （最小）1200以上
製作可能 （御問合せ下さい）

WB-3595
※上記のカウンターは（ボウル１ケ付）のみの単品価格です
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※水栓金具ｾｯﾄ、固定金具、取付費は別途です

● 高強度ポリエステル人工大理石
ボウル一体型洗面カウンター ＣＢＳ－１２

カラー
カラー ソリッドタイプＳシリーズ
ソリッドタイプＳシリーズ

※ポリエステル系人工大理石です
ご購入前にあたり P.11をご確認下さい

ＣＢＳ－１２
ｶﾗｰ Ｓ－１（ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）のみ
ｶｳﾝﾀｰ奥行 600D、550D用
容量 14リットル
ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ W

７５０ ～ ９００

多目的洗面カウンター

ｶｳﾝﾀｰ価格 （税別）

￥ ９５，０００

～ １２００

￥１０５，０００

～ ２４００

お問合せ下さい

カラー ソリッドタイプＳシリーズ

ＲＡ－１
ｶﾗｰ

Ｓ－１（ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）
ＳＲ－１（ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾜｲﾄ）

ｶｳﾝﾀｰ奥行 600D
容量 20リットル
※ ｶｳﾝﾀｰ最小寸法 Ｗ900です
ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ W

ｶｳﾝﾀｰ価格 （税別）

９００

￥１１８，０００

～ １２００

￥１２６，０００

～ ２３５０

お問合せ下さい

ＲＡ－２
ｶﾗｰ

Ｓ－１（ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）
ＳＲ－１（ｱﾝﾃｨｰｸﾎﾜｲﾄ）

ｶｳﾝﾀｰ奥行 600D
容量 22リットル
※ ｶｳﾝﾀｰ最小寸法 Ｗ980です
ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ W

９８０ ～ １２００
～ ２３５０

※上記のカウンターは（ボウル１ケ付）のみの単品価格です

ｶｳﾝﾀｰ価格 （税別）

￥１２６，０００
お問合せ下さい

※水栓金具ｾｯﾄ、固定金具、取付費は別途です

カラーＳシリーズは、NEWソリッドタイプで、マット仕上げ（つや消し）となっております。シミ、汚れにも強く、メンテナンス性がより向上しました。

カラーＳシリーズ（つや消しタイプ）メンテナンスの仕方
普段のお手入れ
○ 中性洗剤を柔らかいスポンジにつけて洗い流し、布等で水切りして下さい。
○ 又は、メラミンスポンジを水につけてかるくこすり布等で水拭きして下さい。

がんこな汚れの場合
中性洗剤

○ ほとんどの汚れはメラミンスポンジで落とせます。

ﾒﾗﾐﾝｽﾎﾟﾝｼﾞ 市販のもの
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● 高強度ポリエステル人工大理石
車椅子兼用洗面カウンター

※ポリエステル系人工大理石です
ご購入前にあたり P.11ご確認下さい

カラー ソリッドタイプＳシリーズ

ＫＲ－５
ｶﾗｰ Ｓ－１（ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）のみ

ｶｳﾝﾀｰ奥行 Ｄ600
ｶｳﾝﾀｰＷ840～Ｗ2340
ボウル内寸法 660×D405
ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ W

ｶｳﾝﾀｰ価格 （税別）

８４０ ～ ９００

￥１０１，０００

～ １２００

￥１１３，０００

～ ２３４０

お問合せ下さい

ＷＢ－４０７０
ｶﾗｰ Ｓ－１（ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）のみ

ｶｳﾝﾀｰ奥行 600D
ｶｳﾝﾀｰＷ900～Ｗ2350
ボウル内寸法 700×D400
ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ W

ｶｳﾝﾀｰ価格 （税別）

９００

洗面カウンター

ＳＳ－８０

￥ ９６，０００

～ １２００

￥１０８，０００

～ ２３５０

お問合せ下さい

カラー ソリッドタイプＳシリーズ

ＳＳ－８０
ｶﾗｰ Ｓ－１（ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ）のみ

※固定寸法です
Ｗ７９６×Ｄ５５０
洗面器内寸法 Ｗ５５８×Ｄ４００

限定対応ｶﾗｰ Ｓｸﾞﾚｰ

ｶｳﾝﾀｰ価格 （税別）

￥ １２５，０００

ボウル一体型トイレ用手洗カウンター

ＣＳシリーズ
ＣＳ－１ （ｶｳﾝﾀｰ奥行260）
ＣＳ－２ （ｶｳﾝﾀｰ奥行200）
ＣＳ－３ （ｶｳﾝﾀｰ奥行350）
ＣＳ－５
ＣＳ－３（ｶｳﾝﾀｰ奥行350）

手洗ボール共通
トイレ用手洗カウンター

ｶﾗｰＳﾀｲﾌﾟ

ｶﾗｰM.MRﾀｲﾌﾟ

900

￥ 77,000

￥ 59,000

～ 1200

￥ 85,000

￥ 66,000

ｶｳﾝﾀｰｻｲｽﾞ
～

トイレ用手洗カウンター

ＣＳ－１（ｶｳﾝﾀｰ奥行260）

ＣＳ－５

～ 3000

※上記のカウンターは（ボウル１ケ付）のみの単品価格です
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ＣＳ－１､ ＣＳ－2､ ＣＳ－3､ ＣＳ－5

お問合せ下さい

※水栓金具ｾｯﾄ、固定金具、取付費は別途です

水栓金具 （標準仕様水栓）
混合栓セット価格 （排水トラップ・止水栓含む）
● ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式 排水樹脂製（ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰ付）
（Ａ４７５ＮＪＶ/Ａ７７３Ｐ(Ｓ)－３２/Ａ２２）
￥４７，５００
●ﾜﾝﾀｯﾁﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式 排水ｸﾛｰﾑﾒｯｷ（ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰﾀｲﾌﾟ）
￥５２，８００
（Ａ４７５ＮＪＶ/Ａ３３１０Ｐ(Ｓ)/Ａ２２）
● ｱﾌﾚ付ｺﾞﾑ栓式 排水ｸﾛｰﾑﾒｯｷ
（Ａ４７５ＮＪＶ/Ａ７１Ｐ(Ｓ)/Ａ２２）
￥４６，５００
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓
Ａ４７５ＮＪＶ

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式排水栓
(樹脂製) A773P(S)

￥34,000

ﾜﾝﾀｯﾁﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式
（ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰﾀｲﾌﾟ）
(ｸﾛｰﾑﾒｯｷ) A3310P(S)

洗髪用シャワー混合栓セット価格
（排水トラップ・止水栓含む）
● ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式 排水樹脂製（ﾒﾝﾃﾅﾝｽがしやすいﾀｲﾌﾟ）
（Ａ３７５１０ＪＶＺ/Ａ７７３Ｐ(Ｓ)－３２/Ａ２２）
￥５６，２００
●ﾜﾝﾀｯﾁﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式 排水ｸﾛｰﾑﾒｯｷ（ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰﾀｲﾌﾟ）

￥６１，５００

（Ａ３７５１０ＪＶＺ/Ａ３３１０Ｐ(Ｓ)/Ａ２２）
洗髪用ｼｬﾜｰ混合栓
Ａ３７５１０ＪＶＺ

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式排水栓
(樹脂製) A773P(S)

￥42,700

ﾜﾝﾀｯﾁﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式
（ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰﾀｲﾌﾟ）
(ｸﾛｰﾑﾒｯｷ) A3310P(S)

立水栓セット価格 （排水トラップ・止水栓含む）
●アフレ付ゴム栓式
（Ａ５０７５０Ｈ/Ａ７１Ｐ（Ｓ）/Ａ２２×１）

● ﾜﾝﾀｯﾁﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式 排水ｸﾛｰﾑﾒｯｷ（ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰﾀｲﾌﾟ）
（Ａ５０７５０Ｈ/Ａ３３１０Ｐ(Ｓ)/Ａ２２×１）
￥４３，８００

ｱﾌﾚ付ｺﾞﾑ栓式排水栓
A71P(S)

立水栓（水のみ）
Ａ５０７５０Ｈ

￥３７，５００

￥28,000

その他適応排水トラップ

各種金具共通
■Ａ３３１０Ｐ
■Ａ３３１０Ｓ
■Ａ７７３Ｐ
■Ａ７７３Ｓ
■Ａ７１Ｐ
■Ａ７１Ｓ
■Ａ２２

ﾜﾝﾀｯﾁﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式Ｐﾄﾗｯﾌﾟ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）
（ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰﾀｲﾌﾟ）
￥12,800
ﾜﾝﾀｯﾁﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式Ｓﾄﾗｯﾌﾟ（ｸﾛｰﾑﾒｯｷ）
（ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰﾀｲﾌﾟ）
￥12,800
ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式Ｐﾄﾗｯﾌﾟ（樹脂製）
￥ 7,500
ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式Ｓﾄﾗｯﾌﾟ（樹脂製）
￥ 7,500
ｱﾌﾚ付Ｐﾄﾗｯﾌﾟｺﾞﾑ栓式
￥ 6,500
ｱﾌﾚ付Ｓﾄﾗｯﾌﾟｺﾞﾑ栓式
￥ 6,500
ｱﾝｸﾞﾙ止水栓（１ｹ）
￥ 3,000

※水栓金具の価格は変動があります。御了承下さい。

●ＩＮＡＸ
ＬＦ－４ＰＡＬ
ＬＦ－７ＰＡＬ
推奨 ＬＦ－９６ＰＡ
●ＴＯＴＯ
Ｔ６ＰＭ１
Ｔ７Ｐ１０
Ｔ７ＰＷ１
Ｔ６Ｐ

（ゴム栓式）
（ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式）
(ﾌﾟｯｼｭﾜﾝｳｪｲ式ﾍｱｰｷｬｯﾁｬｰ付)
（化粧ｷｬｯﾌﾟ式）
（ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ式）
（ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ式）
（ゴム栓式）
ﾄｲﾚ用ＣＳｼﾘｰｽﾞ

（税別）

取付金具 （亜鉛引きブラケット）
Ａ
品 番
Ｂ

亜鉛引きブラケット

Ａ寸法

Ｂ寸法

品 番

Ａ寸法

Ｂ寸法

ＢＬ－５５０

５５０

１７０

ＢＬ－３００

３００

１５０

ＢＬ－４９０

４９０

１７０

ＢＬ－２３０

２３０

１５０

ＢＬ－４００

４００

１７０

ＢＬ－１７０

１７０

１３０

※ブラケットはカウンター類（洗面・手洗等）とのセット販売となっております。
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高強度ポリエステル人工大理石

洗面・手洗カウンター 施工実績

洗面カウンター ＷＢ－３５６０

多目的洗面ｶｳﾝﾀｰ ＲＡ－２

多目的洗面ｶｳﾝﾀｰ ＲＡ－１

多目的洗面ｶｳﾝﾀｰ ＲＡ－３
洗面ｶｳﾝﾀｰ 他社ボール使用
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高強度ポリエステル人工大理石

洗面・手洗カウンター 施工実績

洗面ｶｳﾝﾀｰ ＷＢ－３０５０

洗面ｶｳﾝﾀｰ ＷＢ－３５９５

車椅子兼用洗面ｶｳﾝﾀｰ ＫＲ－４

ＣＢ－1ﾎﾞウﾙ

ポリエステル系人工大理石

トイレ用手洗ｶｳﾝﾀｰ ＣＳ－３

ご購入前にあたっての確認

① 人工大理石ですので、実際カラーサンプルとは色調、模様等が異なります。
② 硬い物で叩いたり、落としたりすると割れる恐れがありますのでご注意下さい。
③ カウンターにタバコの火、固形石鹸、ナベなど直接置かないで下さい。
変色及び白化の原因となる場合があります。
④ 屋外や直接日光があたるところへの設置はさけて下さい。
⑤ 強酸・強アルカリ性の洗剤及びクレンザー、磨き粉などの粒子の粗い洗剤やタワシ、スカッチブライトなどでは
決して洗わないで下さい。ザラつきの原因になります。
⑥ 洗面ボウルなどに石鹸水や洗剤、漂白剤などのつけ置き洗いはさけて下さい。
⑦ 熱湯を直接入れないで下さい。
⑧ 毛染め液や浸透のおそれのある液などを落とさないで下さい。
⑨ 汚れ、カビなどが発生した場合、中性洗剤を柔らかいスポンジか布につけて洗い流し、最後に布などで軽く水
切りして下さい。
⑩ 人工大理石商品の保証期間は納品後、１年間となっております。
⑪ 経年経過に伴い、変色と表面劣化はさけられません。 日頃のメンテナンスに心がけて下さい。
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ヒフミトイレブース

MMS-40
特長
●耐水性が優れている
●耐衝撃が優れている
●施工時間が短縮できる
●清掃が容易な仕上げ

隔て板：ｱｸﾘﾙ

基本仕様金物

打掛錠
(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ仕様)
ＬＢ－９１１

ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ
(ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ仕様)
ＬＨ－９０２

ヘダテアングル

ステンレス笠木

戸当り
ＬＣ－６０－１ＴＮ
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ＳＫ引手
ＬＵ－１７０ＴＮ

ヒフミトイレブース MMS-16

第1379号

原材料の60％がコア紙（フェノール樹脂）で成型されており環境にやさしく、耐衝撃
耐水性に優れている。
用途：商業施設、公共施設、医療福祉施設などのトイレ

基本仕様金物

打掛錠
(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ仕様)
ＬＢ－９１６

巾木
ＬＦ－２１ＴＮＲ

ｸﾞﾚﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ
(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ仕様)
ＬＨ－９０３

戸当りｱﾙﾐｴｯｼﾞ(16㎜)
ＬＨＲ－１６

戸当り
ＬＣ－６０－１ＴＮ

ｱﾙﾐｴｯｼﾞ(16㎜)
ＬＲ－７０ＴＮ－１６

サポート
ＬＢ－６１ＴＮ－１６

ｱﾙﾐｴｯｼﾞ(16㎜)
ＬＲ－７１ＴＮ－１６

ＳＫ引手
ＬＵ－１７０ＴＮ

ｱﾙﾐ笠木（ｽﾃﾝｶﾗｰ）
ＬＨＲ－２５
※納期約60日かかります
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人工大理石製造 ・ 販売 ・ 施工

〒904-2174 沖縄県沖縄市与儀１－３０－８

ＴＥＬ ０９８－９３３－９３５５
ＦＡＸ ０９８－９３３－７４０４
http://www.123hifumi.jp
営業時間／月～土 ＡＭ9：00～ＰＭ5：30
（第二・第三土曜日、日・祝日はお休みです）

