
炎天下で後頭部を“ 冷やす ”クールビットの

～現場から熱中症事故を出さない為に～

気化熱で冷やす！ ヘルメットインナー

冷水で！冷水で！冷水で！
クールビット・アイスポケットベストクールビット・アイスポケットベストクールビット・アイスポケットベスト

保冷剤で！保冷剤で！保冷剤で！

氷で！氷で！氷で！

使い方等、よく分かる動画（YouTube）
スマートフォンなどでご覧いただけます

氷でひんやり！ アイスインシリーズ

NEWNEWNEWNEW

NEWNEWNEWNEW

本格的
  熱中対策キット

頸動脈を冷やすタイプも登場！

暑さ対策！
　　 今年は猛暑対策も！
暑さ対策！
　　 今年は猛暑対策も！
暑さ対策！
　　 今年は猛暑対策も！
暑さ対策！
　　 今年は猛暑対策も！



本体価格（税別）　     品番

8,000円　         3CL-W3-(サイズ）
●材質/本体：ポリエステル１００％
●サイズ/Ｍ：身長155～170cm胴囲70～90cm　L：身長165～180cm
胴囲80～100cm　XL：身長175～185cm胴囲90～110cm

アイスポケットベスト®coolbit

厳しさ増す温暖化に対応。画期的な涼冷構造を採用！

本体価格（税別）　   品番

520円    C-TWIN/3PS

（別売品）専用保冷剤

coolbit®アイスポケットベスト

←このシートが３シート入っています

から

保冷剤で！保冷剤で！保冷剤で！

氷で！氷で！氷で！

■測定条件 / 天候８月晴れ
  昼12：50 に、  ペットボトル冷水
 （12℃/合計約500ml）を、クールビット・
  アイスポケットベストの前と背中の
  ポケットに1回のみ注水
■測定 / サーモレコーダ / 日曜発明ギャラリー

内側はヒンヤリ構造！

使い方等、よく分かる動画（YouTube）
スマートフォンなどでご覧いただけます

日本特許第6008301
米国特許９２７１５３０
中国特許取得済

メッシュ素材で風通し抜群！
後頭部もしっかり冷やすオールラウンドタイプ

GRYNVY BEGKHK

GRY
(グレー)

NVY
(ネイビー)

BEG
(ベージュ)

WHT
(ホワイト)

KHK
(カーキ)

男女兼用

後頭部の面ファスナーでサイズ調整できます
男性にも女性にもOK！

CAP（キャップ）帽子CAP（キャップ）帽子 運動神経を司る後頭部を冷やし
炎天下でも動作キビキビ！

大きいサイズ
    ゆったりかぶれます

フラップ部に高吸水繊維を組込みました。
取り外して、お洗濯できます！

テニスの指導で球出しの時、うつむき加減の同じ
姿勢で長時間、炎天下の直射日光にさらされます。
クールビット・ダブルメッシュキャップを使うように
なってから、疲れ方が全然ちがいます。
緩慢になりがちな動作もよくなっている気がします。

疲れ方が全然ちがいます

ダブルメッシュキャップ

61cmが
 新登場！

ツバに反射テープ付き風通し良好！

日本特許4501092他 米国特許６９６６０７２ 中国特許取得済

水に浸して 絞って

 の使い方coolbit®

かぶるだけ！

ひ
ん
や
り

気
持
ち
い
い

クールビット

大切な後頭部を直射熱からしっかり守る！

本体価格（税別）　     品番

3,500円　         CBSPCP82 - 59 - カラー
●材質/ダブルラッセルメッシュキャップ
●サイズ/L(59cmフリー)
●カラー/WHT , KHK , NVY , BEG , GRY

ダブルメッシュキャップ - L®coolbit
本体価格（税別）　     品番

3,800円　         CBSPCP82 - 61 - カラー
●材質/ダブルラッセルメッシュキャップ
●サイズ/XL(61cmフリー)
●カラー/WHT , KHK , NVY , BEG , GRY

ダブルメッシュキャップ - XL®coolbit

抗菌抗菌

氷が入
る！

氷が入
る！ 氷

後首をアイシング！

アイスアイスインイン

ロングタオルロングタオル ・ ICEinICEin

2,８00円　  CBTL1-ICE-カラー
本体価格（税別）　     品番

●材質/綿100％●寸法/約110x21.5cm
●カラー/BLU , SKY　

ロングタオルアイスイン®coolbit

クールビットシリーズの効
果と使い方がよく分る動画
（You Tube)をこちらから
ご覧頂けます

その日の暑さや好みの冷涼感にあわせて、3つの使い方が
選べる(①冷水で②氷で③保冷剤で)ひんやりベスト！

1

2

3

●お客様からのレビュー

新商品!新商品!新商品!新商品!

新商品!新商品!新商品!新商品!

新商品!新商品!新商品!新商品!
冷水で！冷水で！冷水で！

表は防水仕様！

水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ

熱中症に注意しましょう！熱中症に注意しましょう！熱中症に注意しましょう！熱中症に注意しましょう！熱中症に注意しましょう！



氷を入れるポケット付きヘルメットカバー
氷水が高吸水繊維にとけて、ヒンヤリ気持ちいい！
猛暑日は、氷を使って、夏日は、水だけでもOK！

アイスアイスインイン

メットカバーメットカバー ・ ICIC E i n

水

氷

氷でヒンヤリ !でヒンヤリ !

◆裏面中央にヘルメット固定
　バンド付き
◆ヘルメットにすぐに取り付く
　ワンタッチクリップ付き
◆帽子にも簡単に取り付け
　できます

取付
け簡
単

フリ
ーサ
イズ

洗濯
OK！

氷対
応

上図は、真夏の屋外でのヘルメットの頭頂部とア
イスシリーズの裏面（後頭部側面）の温度の差の
グラフです。
後頭部が数時間に渡り、冷える効果が実証されて
います。
試験では、午前と午後に氷を氷ポケットに挿入し
て装着。氷は約1時間で消滅しますが、その後、と
けた水の気化熱で、冷却が継続している様子が
見られます。
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アイスシリーズ　裏面温度

ヘルメット頭頂部　表面温度

2,950円　  CBMC-ICE（シルバー）
本体価格（税別）　     品番

●材質/中央部ナイロン１００%　両側部ポリエス
テル100％
●寸法/約460×240×4mm　●重量/45ｇ　

メットカバー・アイスイン®coolbit

氷対
応 アイスインシリーズアイスインシリーズアイスインシリーズアイスインシリーズアイスインシリーズ

のひんやり感

クーラーBOXや保冷ジャー（水筒）に、氷だけを入れて携帯し、冷却グッズの
冷却源として活用することで、より効果的に熱中症対策ができます。

冷える効果10度以上水だけを使った時は...

横首(頸動脈)部に
氷を挿入すると

数時間に渡り冷える効果が
持続します

氷を使った時は...

KKK

2,500円　  CBB-ICE（シルバー）
本体価格（税別）　     品番

●材質/ポリエステル100％
●寸法/約2６０×160×10mm　●重量/40g　

ビルダー・アイスイン®coolbit

アイスアイスインイン

ビルダービルダー ・ ICIC E i n
氷を入れるポケットが付いて、涼しさますますアップ！
冷えるヘルメットインナー

フリ
ーサ
イズ

洗濯
OK！

氷対
応

！

取付
け簡
単

洗濯
OK

氷対
応

2,800円　  CBBK-GRY（グレー）
本体価格（税別）　     品番

●材質/ポリエステル100％
●寸法/約300×280×10mm　●重量/60ｇ
　

ビルダーＫ®coolbit

自然の水の
気化熱で冷やす！
自然の水の
気化熱で冷やす！
自然の水の
気化熱で冷やす！
自然の水の
気化熱で冷やす！

夏日は...
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新商品!新商品!新商品!新商品!

猛暑日は...

氷を使って
もっと冷やす！
氷を使って
もっと冷やす！
氷を使って
もっと冷やす！
氷を使って
もっと冷やす！

アイスインシリーズアイスインシリーズアイスインシリーズアイスインシリーズアイスインシリーズアイスインシリーズ

実用新案、意匠登録済

頸動脈を冷やすタイプも登場！
頭頂部・後頭部・横首筋(頸動脈)の3か所を冷やす！
横首筋(頸動脈)ベルトに氷を入れられる
 高吸水繊維のポケット付き！

２ 猛暑日には、氷を5,6個入れる

水を入れる（冷水なら、涼しさUP!）１

氷ポケットに、

Wでヒンヤリ ！Wでヒンヤリ ！Wでヒンヤリ ！Wでヒンヤリ ！Wでヒンヤリ ！

氷氷氷

氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷

水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ

水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ

水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ
水と氷で冷やす
2WAYタイプ

氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷氷

水水水水 氷氷氷氷とととと
でも　   でも使える2WAY!でも　   でも使える2WAY!でも　   でも使える2WAY!でも　   でも使える2WAY!でも　   でも使える2WAY!水水水水 氷氷氷氷

日本特許６００８３０１号他

猛暑対策に！猛暑対策に！猛暑対策に！

猛暑対策に！猛暑対策に！猛暑対策に！猛暑対策に！水に浸して 絞って かぶる and 氷でヒンヤリ！水に浸して 絞って かぶる and 氷でヒンヤリ！水に浸して 絞って かぶる and 氷でヒンヤリ！水に浸して 絞って かぶる and 氷でヒンヤリ！水に浸して 絞って かぶる and 氷でヒンヤリ！



本体価格（税別）　     品番

２，5００円　         CBBV-color
●材質/ポリエステル 　　　　　　　　　　　　
●寸法/約260×160×8mm　●重量/60g　
●カラー/GRY（グレー）,NVY（ネイビー）

ビルダーV®coolbit

本体価格（税別）　     品番

2,0００円　         CBBⅡ-color
●材質/ポリエステル　
●寸法/約260×160×8mm　●重量/50ｇ
●カラー/GRY（グレー）,NVY（ネイビー）,BLK（ブラック）

ビルダーⅡ®coolbit

本体価格（税別）　     品番

2,5００円　         CBMC-CXS
●材質/銀色蒸着ポリエステル
　裏面には抗菌防臭高機能繊維を採用　
●寸法/約460×230×4mm　●重量/40g

メットカバーCXS®coolbit

上図はcoolbitを、水に浸し、軽く絞って、使用後10分後の状態の
後頭部表面温度を比較したデータ画像です

使い勝手が良いスタンダードな冷えるヘルメットインナー

◆光反射遮熱生地が熱射を遮断！より涼しく！
◆裏面中央にヘルメット固定バンド付き
◆ヘルメットにすぐに取り付く
　ワンタッチクリップ付き
◆帽子にも簡単に取り付けできます！

後頭部の冷却と日よけ機能がついた
冷えるヘルメットカバー　帽子にも取り付けOK！

◆後頭部と頭頂部を高吸水繊維でしっかり冷やします

◆銀イオンの作用で、抗菌、防臭、帯電を防止します
◆後頭部と頭頂部を高吸水繊維でしっかり冷やします

左図は、夏の屋外で人形に
coolbitを着用させ、実際の作業
に合わせ、移動、ヘルメットの表面
とcoolbitの裏面の温度の差の
グラフです。
後頭部は３時間程度にわたり
冷える効果がみられます。

ヘルメット表面温度

coolbit裏面温度

水の気化熱で冷やすタイプ

水の気化熱で冷やすタイプ

水の気化熱で冷やすタイプ

NVY（ネイビー）

GRY（グレー）

GRY（グレー）

NVY（ネイビー）

BLK（ブラック）

国内初!特許取得

coolbit®メットパットSS

本体価格（税別）　     品番

1,5００円　         CBMP-SS-color
●材質/表面：ポリエステル　裏面:抗菌防臭高機
能繊維●寸法/約220×160×4mm　　　　　
●重量/30ｇ●カラー/GRY（グレー）

メットパットSS®coolbit

後頭部のみの冷却に特化した簡易タイプ
◆裏面中央にヘルメット固定バンド付き
◆ヘルメットにすぐに取り付くワンタッチクリップ付き

売れて
   ます！

業務用シリーズ
累計販

売

５０万枚突破
 !

純銀の糸「ミューファン」を
メッシュ部に組込んだ
冷えるヘルメットインナー

表側 裏側

工事現場に、氷水を入れたクーラBOXを持込み、その冷水の中に、クールビット・ビルダーVを
浸したり、定期的に取替えたりしながら使っています。

猛暑のなか、本当に助かってます

7

8

9 10

●お客様からのレビュー

洗濯して繰り返し使える、エコロジーな冷えるヘルメットインナー洗濯して繰り返し使える、エコロジーな冷えるヘルメットインナー洗濯して繰り返し使える、エコロジーな冷えるヘルメットインナー洗濯して繰り返し使える、エコロジーな冷えるヘルメットインナー洗濯して繰り返し使える、エコロジーな冷えるヘルメットインナー



本体価格（税別）　     品番

5,0００円　     CBCX-08-（サイズ）
●材質/ポリエステル１００％
●サイズ/M（胸囲7５cm～95cm） 
          L(胸囲８５cm～105cm)
●保水パック１個、専用保冷剤(C-FIVE)８個付属

冷タスキ（つめたすき）®coolbit高吸水繊維内蔵の保水パック

高吸水繊維を内蔵し、気化熱の
働きを助長する仕組みを
組み込んだ保水パックと保冷剤
との併用で涼しさ倍増！

coolbit®冷タスキ
背中と両脇を直接冷やすタイプ
◆両脇に高吸水繊維を組込んだ保水部分と保冷剤ポケット付き
◆背中には保水パックを入れるポケット付き
◆背中のポケットには反射テープ付き
◆MとLの2サイズ

本体価格（税別）　     品番

3,0００円　         4CL-CB1
●材質/表側：ナイロン１００％　裏側：ポリエステ
ル100％　●寸法/フリーサイズ（肩ベルトで調
整可能）　●専用保冷剤(C-TWIN)２個付属

冷袋（つめたい）®coolbit

風寒のツボをしっかり冷やす、軽量薄型タイプ

coolbit®冷袋

◆アルミ蒸着シートの保水
ポケットで、保冷効果アップ！

◆表面の上下に分かれた保水ポケットには保冷剤を
　裏面の高吸水繊維を組込んだ保水部分には水を浸して、ツボを冷やします
◆肩ベルトはゴムバンドで、らくらくフィット！サイズ調整可能　

本体価格（税別）　     品番

2,8００円　         HCN-CL
●材質/ポリエステル１００％　
●専用保冷剤(C-TWIN)４個、(C-FIVE)８個付属
　

クールレジャー®coolbit

coolbit®クールレジャー
ひんやりネッククーラ

水を浸して気化熱利用！

高吸水繊維を
組込んだ保水部分

さらに冷涼感アップ！

専用保冷剤を
いれるポケット

◆首と背中の高吸水繊維を水に浸して気化熱で冷やす
◆首と背中のポケットに保冷剤を入れて冷涼感アップ

疲労回復に！
塩分とぶどう糖を補給

食べやすいです
飴だとすぐに溶けてしまいますが、ラムネだからその場所で、すぐに食べきれる所が良いです。

塩＋クエン酸入りぶどう糖ラムネ

本体価格（税別）　     品番

2,5００円　         KU-BUDO-200
●200粒入り（個別包装）

塩+クエン酸入りぶどう糖ラムネ

保冷剤付 保冷剤付

保冷剤付

GRY
（グレー）

NVY
（ネイビー）

◆保水部で首筋を冷やし、タオル部で汗を吸収！
◆首元の裏生地は、汗や水分を吸収し瞬時に拡散、
　ドライな肌触りをキープする冷感素材

◆首元にチタン素材を使い、接触冷感をアップ！
◆保冷剤を入れるポケット＆保冷剤付き
　　（専用保冷剤（C-FIVE）3個付属）
◆首回りのネックパーツとタオル部分は
　取り外しできます

冷タオル・チタン冷タオル
冷タオルの上手な使い方

保水部分を
1分程、水に浸す11

軽く絞る2

首に巻く３

綿 100%の
タオル部分

保冷剤付

炎天下での作業やスポーツ・アウトドアに大活躍の冷タオル

GRY（グレー）

NVY( ネイビー )

本体価格（税別）　  品番

1,900円　      HCS805 - カラー
●材質/綿、ポリエステル●サイズ/約95cm
●カラー/GRY , NVY

冷タオル 本体価格（税別）　  品番

2,400円　HCS - T4 - カラー
●材質/綿、チタン x ポリエステル
●サイズ/約113x18cm
●カラー/GRY , NVY

冷タオル ・ チタン

1２ 13

14 15

16 17

11

本体価格（税別）　     品番

14,000円　 　　FAK-S1

熱中対策キット®coolbit

coolbit®熱中対策キット 「いかに短時間」で的確に応急処置ができるかを考え
スポーツ医学専門医と一緒に作った本格的・熱中症応急キット

◆専用バッグ＋貯水バッグ
◆専用瞬間冷却剤×８個（予備２個）
◆冷却剤装着用ベルト×４本
◆頸動脈ポケット×１枚
◆チタン三角巾×１枚
◆送風用うちわ（バッグ底板）×２枚

◆ 熱中症小冊子×１冊
◆ 取り扱いポスター（携行分）×１枚
◆ 啓蒙用ポスター（掲示用）×１枚
◆ 管理カード（マグネット式）×１枚
◆ 取扱説明用DVD×１枚

本体価格（税別）　   品番

6,500円　　FAK-CR8

（別売品/お取かえ用）
専用瞬間冷却剤（C-RUCK）
8個セット

↑熱中症の実情と、この対策キットの
　使い方をスマートフォンの動画
　（YouTube）約3分 でご覧いただけます

+ ワンで
　もっと快適
　　もっと便利
　　　もっと安全に

+ ワンで
　もっと快適
　　もっと便利
　　　もっと安全に

+ ワンで
　もっと快適
　　もっと便利
　　　もっと安全に

プラスプラスプラス

手軽で使い勝手の良い暑さ対策グッズだと思う
仕事が外だったり、クーラーなしの工場内だったりする
ので、つけているのと、つけていないのとでは全然違う。
すごく汚れちゃうけど、洗濯できるのでまたそれがいい。

●お客様からのレビュー

●お客様からのレビュー

つめ つめ

順天堂大学スポーツ医学桜庭研究室　監修

医学博士 桜庭景植
順天堂大学スポーツ健康科学部スポーツ医学教授
2004年 アテネオリンピック パーソナルドクター
2008年 北京オリンピック パーソナルドクター
2012年 ロンドンオリンピック チームドクター
日本オリンピック委員会医科学研究委員

つめ つめたい

つめ

現場から熱中症事故を出さない為に現場から熱中症事故を出さない為に現場から熱中症事故を出さない為に現場から熱中症事故を出さない為に現場から熱中症事故を出さない為に



業界初

約 時間作動！

送風機と単三乾電池(２本) 一体型

ヘルメット用
雨カバー(メット合羽)

本体価格（税別）　     品番

1,2００円　         MC-RKP1-NVY
●材質/ナイロン100%、ゴムバンド
●寸法/約520×230×5mm　●重量/30g

ヘルメット用雨カバー（メット合羽）

本体価格（税別）　     品番

7,600円       KD-50J

ヘルメット送風機 ヘルクール

仕様●DCブラシレスブロワー　●電池込み重量：約165g
●外寸：112×96×60mm　●材質：ABS樹脂
●稼働時間：約8時間　●風速：約4m　
●電源：単三乾電池2本（別売）

クールビットシリーズは、特許第6008301号他 国内外特許・意匠権多数取得済
ⒸKOBAYA　日曜発明ギャラリー　1999～2017
■企画・販売元　株式会社日曜発明ギャラリー
●販売店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お問い合わせは下記の販売店へ

本体価格（税別）　     品番

2,8００円　         CBMC-CFR
●材質/防炎布・ポリ塩化ビニール+吸水材（指定外繊維）
●寸法/約480×250×4mm　●重量/50g

ヘルメット用冷却防炎カバー

ヘルメット送風機 
ヘルクール

業界初

約約約 作動！時間作動！

ヘルメットに通風、爽快！ヘルメットに通風、爽快！ヘルメットに通風、爽快！

本体価格（税別）　     品番

14,000円       N16-26

ヘルメット送風機 スーパーヘルクール

仕様●重量：約87g(本体のみ)　●外寸：70×90×20mm●
材質：ABS樹脂　●稼働時間：7.2V約8時間　●風速：7.2V
約5.3m/s　

◆作業の邪魔にならない後部取付型
◆ヘルメットの内部に送風するので清涼・爽快！
　ヘルメット内の蒸れ、発汗を抑えます
◆送風機と電池ケースが一体化！ 煩わしさがないコードレスタイプ
◆どんな工事用ヘルメットにも装着カンタン！使わないときは簡単に取り外せます

電源は充電式バッテリー分離型で
ポケットへ！新商品!新商品!新商品!新商品!

満充電バッテリーで

約８時間作動！
満充電バッテリーで

約８時間作動！
業界初

付属品

ケーブル 充電器

18 19

20 21

測定環境 ： 温度33.1℃ ,  湿度61％
測定方法 ： スーパーヘルクールを装着したヘルメットの内部データを採取
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3

3

3

3

3
電源ＯＮ

◆溝付・溝なし等関係なく、ほとんどのヘルメットに装着可能
◆起動させることで内部温度が１℃、
　湿度が28%もマイナスに！
◆サイズを小さくし、
　軽量化に成功！

(財)日本防炎
　協会認定の
　　防炎布を使用

傘さし自転車
　　運転禁止対策に！

※本体価格には別途消費税が加算されます　Print 2017/03

業務用・工事用シリーズ　品番表

coolbit®ヘルメット用
冷却防炎カバー

防炎対策を兼ねた
　ヒンヤリカバー

ヘルメット送風機 
スーパーヘルクール

商品名 冷却部分 カラー・サイズ 品番
本体価格

（円・税別）
coolbit アイスポケットベスト 背・胸 Mサイズ/Lサイズ/XLサイズ 3CL-W3-(M/L/XL) 8,000

coolbit ダブルメッシュキャップ (59cm / 61cm) 後頭部 ベージュ/グレー/ネイビー/白/カーキ CBSPCP82-(color)-(サイズ) 3,500 / 3,800

coolbit ロングタオル・アイスイン 後頭部 ブルー/スカイ CBTL1-ICE-(color) 2,800

coolbit メットカバー・アイスイン 後頭部 シルバー・フリーサイズ CBMC-ICE 2,950

coolbit ビルダーＫ 横首筋・頭・後頭部 グレー・フリーサイズ CBBK-GRY 2,800

coolbit ビルダー・アイスイン 頭・後頭部 シルバー・フリーサイズ CBB-ICE 2,500

coolbit ビルダーV（ブイ） 頭・後頭部 グレー/ネイビー・フリーサイズ CBBV-(color) 2,500

coolbit ビルダーⅡ（ツゥー） 頭・後頭部 グレー/ネイビー/ブラック・フリーサイズ CBBⅡ-(color) 2,000

coolbit メットカバーCXS 後頭部 シルバー・フリーサイズ CBMC-CXS 2,500

coolbit メットパットSS 後頭部 グレー・フリーサイズ CBMP-SS-(color) 1,500

coolbit 熱中対策キット FAK-S1 14,000

coolbit 冷タオル（つめタオル） 首元 グレー/ネイビー HCS805-(color) 1,900

coolbit 冷タオル・チタン 首元 グレー/ネイビー HCS-T4-(color) 2,400

coolbit 冷タスキ（つめタスキ） 脇・背 M(胸囲75～95cm)/L(胸囲85～105cm) CBCX-08-(M/L) 5,000

coolbit 冷袋（つめたい） 背 フリーサイズ 4CL-CB1 3,000

coolbit クールレジャー 首元・背 フリーサイズ HCN-CL 2,800

塩＋クエン酸入りぶどう糖ラムネ 200粒入り(個別包装) KU-BUDO-200 2,500

ヘルメット送風機 スーパーヘルクール 頭部 充電式バッテリー N16-26 14,000

ヘルメット送風機 ヘルクール 頭部 送風機と電池ケース一体型 KD50J 7,600

ヘルメット用雨カバー (メット合羽) ネイビー/フリーサイズ(子どもから大人まで) MC-RKP1-NVY 1,200

coolbit ヘルメット用冷却防炎カバー 後頭部 フリーサイズ CBMC-CFR 2,800
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〒425-0053静岡県焼津市すみれ台２丁目１１－３
電話：054-625-0839　FAX：054-625-1898

http://www.coolbit.jp

★ 日曜発明ギャラリー株式会社
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