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10,000円～

10,000円～

10,000円～

BM-700 ウェザークイーン気象計
P.4 ¥20,000 (税込 ¥21,000)

BW-5078 メロディ気象台・グランデ
P.9 ¥20,000 (税込 ¥21,000)

EX-793 スーパーEX ギャラリー気象計・時計
P.5 ¥20,000 (税込 ¥21,000)

EX-796 スーパーEX ギャラリー気象計
P.5 ¥18,000 (税込 ¥18,900)

BW-5208 メロディ気象台EX
P.9 ¥15,000 (税込 ¥15,750)

EX-5478 スーパーEXメロディ気象台
P.6 ¥15,000 (税込 ¥15,750)

EX-743 スーパーEX気象計・時計
P.5 ¥15,000 (税込 ¥15,750)

EX-792 スーパーEX ギャラリー温・湿度・時計
P.5 ¥15,000 (税込 ¥15,750)

LC-821 カラー電波時計・ソーラーエコ
P.8 ¥15,000 (税込 ¥15,750)

TQ-639 クラシカル温度・湿度・時計
P.23 ¥15,000 (税込 ¥15,750)

TQ-708 ウエストミンスター温度・湿度・時計
P.4 ¥15,000 (税込 ¥15,750)

BW-5221 ウェザーパルⅡ気象台
P.10 ¥15,000 (税込 ¥15,750)

EX-744 スーパーEX気象計
P.5 ¥12,000 (税込 ¥12,600)

BW-5048 ウェザーパル
P.10 ¥10,000 (税込 ¥10,500)

BW-873 ウエザーパル電波時計(１台４役）
P.7 ¥10,000 (税込 ¥10,500)

BW-878 ウエザーパル電波時計(１台４役）
P.7 ¥10,000 (税込 ¥10,500)

EC-6091 サンクリスタ温度・時計・湿度計
P.32 ¥10,000 (税込 ¥10,500)

EX-5473 スーパーEX晴天望機・1台４役
P.6 ¥10,000 (税込 ¥10,500)

EX-742 スーパーEX温・湿度・時計
P.5 ¥10,000 (税込 ¥10,500)

TM-2486 環境管理温・湿度計「熱中症注意」
P.18 ¥10,000 (税込 ¥10,500)

BM-751 ウェザーマスター気象計
P.23 ¥10,000 (税込 ¥10,500)

20,000円～ 10,000円～

10,000円～

TM-615 ウッドクレスト温度・湿度計・時計
P.25 ¥10,000 (税込 ¥10,500)

BM-633 トリオ気象計
P.24 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

BM-715 トラディション気象計
P.22 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

BM-716 ウェザーガイド気象計
P.23 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

8,000円～



8,000円～

6,000円～

6,000円～
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BW-5058 晴天望機・1台4役
P.11 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

BW-5267 ウェザーパルEX・お天気時計
P.10 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

EC-6081 サンクリスタ温度・湿度計
P.32 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

EC-6085 オニキス温度・湿度計
P.32 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

EX-5471 スーパーEX 晴天望機・1台４役
P.6 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

TM-614 ウッドクレスト温・湿度計・時計
P.25 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

WT-2490 ワールドタイム24A（スタンド付）
P.8 ¥7,500 (税込 ¥7,875)

TM-613 ウッドクレスト温度・湿度計
P.25 ¥7,000 (税込 ¥7,350)

TQ-773 ウエザータイム　温・湿度計・時計
P.28 ¥7,000 (税込 ¥7,350)

WT-2496 ワールドタイム24A
P.8 ¥6,500 (税込 ¥6,825)

WT-2497 ワールドタイム24A
P.8 ¥6,500 (税込 ¥6,825)

WT-2498 ワールドタイム24A
P.8 ¥6,500 (税込 ¥6,825)

BW-5038 晴天望機・１台４役
P.11 ¥6,000 (税込 ¥6,300)

BW-5238 ウェザーパル・1台4役
P.10 ¥6,000 (税込 ¥6,300)

BW-5271 晴天望機・1台4役
P.11 ¥6,000 (税込 ¥6,300)

BW-5371 晴天望機・１台４役
P.11 ¥6,000 (税込 ¥6,300)

7,000円～

TD-8202 電波サーモ（デジタル電波温度計)
P.49 ¥6,800 (税込 ¥7,140)

NEW

BM-718 デュエット気象計
P.23 ¥8,000 (税込 ¥8,400)

8,000円～

6,000円～

TM-607 ウッドクレスト温・湿度計・時計
P.25 ¥6,000 (税込 ¥6,300)

TM-711 インペリアル温度・湿度計
P.23 ¥6,000 (税込 ¥6,300)

TM-719 リビエラ温度・湿度計
P.24 ¥6,000 (税込 ¥6,300)

TQ-738 トキメクス温度・湿度・時計
P.12 ¥6,000 (税込 ¥6,300)

TQ-871 トキメクス電波時計 (温度計･湿度計付き）
P.7 ¥6,000 (税込 ¥6,300)

TD-8181 デカデジUD快適モニタ〈デジタル湿度・温度計〉
P.14,51 ¥5,500 (税込 ¥5,775)

5,000円～

TD-8188 健康モニタ・プラス2(熱中症・季節性インフルエンザ）
P.17,50 ¥6,000 (税込 ¥6,300)

NEW
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5,000円～

5,000円～

5,000円～

BA-654 予報官〈気圧計〉
P.47 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

BM-717 アメリカーナ気象計
P.22 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

BM-727 アトモス気象計
P.24 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

BW-5381 晴天望機・お天気時計
P.11 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

EX-741 スーパーEX温度・時計・湿度計
P.6 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

LV-4103 リビ　メタル温・湿クロック
P.30 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

LV-4106 リビ　メタル温・湿クロック
P.30 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

LV-4300 リビ・ウッディ温・湿クロック
P.43 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

LV-4302 リビ・ウッディ温・湿クロック
P.43 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

MN-4841 MONO 温度計・時計・湿度計
P.29 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

MN-4842 MONO 温度計・時計・湿度計
P.29 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

TM-495 ワンダーワーカー温・湿度計、時計
P.32 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

TM-606 ウッドクレスト温度・湿度計
P.25 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

TM-622 ウッディデュオ温・湿度計・時計
P.26 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

TM-626 ウッディデュオ温・湿度計・時計
P.26 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

TM-627 コロニー温・湿度計
P.24 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

TM-712 快適モニタ1台4役不快指数・時計・温度・湿度計
P.24 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

5,000円～

TM-775 ジェミニ　温・湿度計
P.28 ¥5,000 (税込 ¥5,250)

TM-605 ウッドクレスト時計
P.25 ¥4,000 (税込 ¥4,200)

TM-726 ウェザータイム温度・時計・湿度計
P.24 ¥4,000 (税込 ¥4,200)

4,000円～

TQ-2440 生活管理温度・湿度・時計
P.35 ¥4,000 (税込 ¥4,200)

TQ-736 トキメクス 快適計
P.12 ¥4,000 (税込 ¥4,200)

4,000円～

TQ-737 トキメクス 快適計
P.12 ¥4,000 (税込 ¥4,200)

TD-8184 デカデジⅣ(デジタル内外温・湿度計)
P.51 ¥3,800 (税込 ¥3,990)

TD-8251 ポケット電子温度計
P.52 ¥3,700 (税込 ¥3,885)

3,000円～



3,000円～

3,000円～

3,000円～
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CM-635 快適モニター（温度・湿度・不快指数計）
P.21 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

EX-2747 スーパーEX高品質温・湿度計
P.15 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

EX-2748 スーパーEX高品質温・湿度計
P.15 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

LV-4801 リビ　メタル温・湿クロック
P.30 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

LV-4803 リビ　メタル温・湿クロック
P.30 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

LV-4806 リビ　メタル温・湿クロック
P.30 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

MN-4830 MONO 温度計・湿度計
P.29 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TD-8172 デジコンフォⅡ(デジタル湿度計/内・外温度計）
P.19,50 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TD-8183 デカデジ・ダブルⅡ（デジタル湿度計/内・外温度計）
P.51 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TM-2482 環境管理温・湿度計「熱中症注意」
P.18 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TM-2483 環境管理温・湿度計「熱中症注意」
P.18 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TM-2582 健康管理温湿度計　季節性インフルエンザ感染防止目安
P.17 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TM-2601 露点計
P.45 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TM-480 ワンダーワーカー温・湿度計
P.31 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TM-489 ワンダーワーカー快適モニター
P.32 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TM-498 ワンダーワーカー温･湿度計
P.31 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TM-612 ウッディデュオ温度・湿度計
P.26 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TM-616 ウッディデュオ温度・湿度計
P.26 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TD-840 ソーラーデジタル温・湿度計
P.49 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TD-845 ソーラーデジタル温・湿度計
P.49 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

NEWNEW

3,000円～

3,000円～

TM-6168 オックストン・カプリ温・湿度計
P.27 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TQ-723 ウェザータイム
P.12 ¥3,500 (税込 ¥3,675)

TD-8231 ペン型ポケットサーモ
P.52 ¥3,200 (税込 ¥3,360)

TM-2485 環境管理温・湿度計「熱中症注意」
P.18 ¥3,200 (税込 ¥3,360)

EX-2737 スーパーEX高品質温・湿度計
P.16 ¥3,000 (税込 ¥3,150)
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3,000円～

3,000円～

3,000円～

3,000円～

EX-2738 スーパーEX高品質温・湿度計
P.16 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

EX-2861 高精度UD温・湿度計
P.14 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

LC-862 ジャストタイム　TX 電波時計
P.8 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

MN-4831 MONO 温度/湿度計
P.29 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

MN-4832 MONO 温度/湿度計
P.29 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TD-8136 デカデジスリム（温度・湿度計・時計）
P.50 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TD-8182 デカデジⅡ（デジタル内･外温度計）
P.51 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TM-2393 最高最低温度計〈湿度計付〉
P.47 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TM-604 ウッドクレスト温・湿度計
P.25 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TM-634 ハート温・湿度計
P.27 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TM-636 ハート温・湿度計
P.27 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TM-638 ワイングラス温・湿度計
P.27 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TM-681 カスタム温・湿度計
P.27 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TM-724 カーサー温・湿度計
P.27 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TM-758 ウッディEX温度・湿度計
P.27 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TM-760 ウエッジ時計
P.28 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TM-762 ウエストン温・湿度計
P.28 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

TM-763 ウエストン温・湿度計
P.28 ¥3,000 (税込 ¥3,150)

EX-2727 スーパーEX高品質温・湿度計
P.16 ¥2,800 (税込 ¥2,940)

2,000円～

EX-2728 スーパーEX高品質温・湿度計
P.16 ¥2,800 (税込 ¥2,940)

2,000円～

TD-8173 デジカード(デジタル温・湿度計）
P.50 ¥2,800 (税込 ¥2,940)

TG-846 最高最低温度計
P.47 ¥2,800 (税込 ¥2,940)

TM-2342 ハイライフ温・湿度計
P.34 ¥2,800 (税込 ¥2,940)

TM-2484 環境管理温・湿度計「熱中症注意」
P.18 ¥2,800 (税込 ¥2,940)

TM-2584 健康管理温湿度計　季節性インフルエンザﾞ感染防止目安
P.17 ¥2,800 (税込 ¥2,940)



2,000円～

2,000円～

2,000円～

2,000円～
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TM-2771 環境管理温・湿度計「省エネさん」
P.19 ¥2,800 (税込 ¥2,940)

TM-2461 生活管理温・湿度計
P.35 ¥2,700 (税込 ¥2,835)

CM-6301 快適モニター（温度・湿度・不快指数計）
P.21 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

CM-6381 快適モニター（温度・湿度・不快指数計）
P.21 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

EX-2717 スーパーEX高品質温・湿度計
P.16 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

EX-2718 スーパーEX高品質温・湿度計
P.16 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

EX-2841 高精度UD温・湿度計
P.13 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

EX-823 USB イオレスト ミニ
P.30 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

EX-824 USB イオレスト ミニ
P.30 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

LC-860 ジャストタイム　ST 電波時計
P.8 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

LV-4403 リビ温・湿度計
P.42 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

LV-4404 リビ温・湿度計
P.42 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

LV-4406 リビ温・湿度計
P.42 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

MN-4821 MONO 温度/湿度計
P.29 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

MN-4822 MONO 温度/湿度計
P.29 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

TM-2331 エスパス温・湿度計
P.33 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

TM-2332 エスパス温・湿度計
P.33 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

TM-2476 生活管理温・湿度計
P.35 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

TM-601 デボン温・湿度計
P.26 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

TM-603 デボン温・湿度計
P.26 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

2,000円～

TM-713 ルームガイド温・湿度計
P.27 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

TM-782 キューティ温・湿度計
P.26 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

TM-786 キューティ温・湿度計
P.26 ¥2,500 (税込 ¥2,625)

EX-2767 スーパーEX高品質温・湿度計
P.15 ¥2,300 (税込 ¥2,415)

EX-2768 スーパーEX高品質温・湿度計
P.15 ¥2,300 (税込 ¥2,415)
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2,000円～

2,000円～

2,000円～

2,000円～

TD-8155 デジタル最高最低・温度計
P.52 ¥2,300 (税込 ¥2,415)

TM-493 ワンダーワーカー温・湿度計
P.31 ¥2,300 (税込 ¥2,415)

TM-2301 エクシード温・湿度計
P.33 ¥2,200 (税込 ¥2,310)

TM-2302 エクシード温・湿度計
P.33 ¥2,200 (税込 ¥2,310)

TM-2770 環境管理温・湿度計「省エネさん」
P.19 ¥2,200 (税込 ¥2,310)

TM-6251 エクレール温・湿度計
P.33 ¥2,200 (税込 ¥2,310)

TM-2426 生活管理温・湿度計
P.36 ¥2,100 (税込 ¥2,205)

EX-2811 高精度UD温・湿度計
P.14 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

EX-2821 高精度UD温・湿度計
P.14 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

EX-2831 高精度UD温・湿度計
P.14 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

LV-4353 セレナ・カラー温・湿度計
P.41 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

LV-4354 セレナ・カラー温・湿度計
P.41 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

LV-4355 セレナ・カラー温・湿度計
P.41 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

LV-4356 セレナ・カラー温・湿度計
P.41 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

LV-4357 セレナ・カラー温・湿度計
P.41 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

LV-4953 エルム・カラー温・湿度計
P.41 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

LV-4954 エルム・カラー温・湿度計
P.41 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

LV-4955 エルム・カラー温・湿度計
P.41 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

LV-4956 エルム・カラー温・湿度計
P.41 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

LV-4957 エルム・カラー温・湿度計
P.41 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

2,000円～

MN-4811 MONO 温度計・湿度計
P.29 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

MN-4812 MONO 温度計・湿度計
P.29 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

TD-8151 マルチサーモ<デジタル内・外温度計/時計＞
P.52 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

TM-2441 生活管理温・湿度計
P.35 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

TM-2511 食中毒注意計（食中毒説明書付）
P.36 ¥2,000 (税込 ¥2,100)



2,000円～

2,000円～

1,000円～
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TM-486 ワンダーワーカー温・湿度計
P.31 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

TM-487 ワンダーワーカー温・湿度計
P.31 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

TM-6201 エクストラ温・湿度計
P.33 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

TM-6202 エクストラ温・湿度計
P.33 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

TM-642 イートン温・湿度計
P.28 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

TM-646 イートン温・湿度計
P.28 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

TM-682 ベルモント温・湿度計
P.28 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

TM-686 ベルモント温・湿度計
P.28 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

TM-757 ウッディEX温・湿度計
P.27 ¥2,000 (税込 ¥2,100)

MN-4823 MONO 温度計
P.29 ¥1,800 (税込 ¥1,890)

MN-4824 MONO 湿度計
P.29 ¥1,800 (税込 ¥1,890)

TM-2414 生活管理温・湿度計
P.36 ¥1,800 (税込 ¥1,890)

TM-2416 生活管理温・湿度計
P.36 ¥1,800 (税込 ¥1,890)

TM-2561 メモリア温・湿度計
P.34 ¥1,800 (税込 ¥1,890)

TM-2880 生活管理温湿度計
P.37 ¥1,800 (税込 ¥1,890)

TD-813 ソーラーサーモ(デジタル隔測温度計）
P.52 ¥1,700 (税込 ¥1,785)

TG-2776 環境管理温・湿度計「省エネさん」
P.19 ¥1,700 (税込 ¥1,785)

1,000円～

1,000円～

TM-2436 生活管理温・湿度計
P.36 ¥1,700 (税込 ¥1,785)

TM-5501 セレステ温・湿度計
P.34 ¥1,700 (税込 ¥1,785)

TG-6621 くらしのメモリー温・湿度計
P.46 ¥1,600 (税込 ¥1,680)

1,000円～

TM-2321 起き上がりこぼし温度・湿度計
P.34 ¥1,600 (税込 ¥1,680)

LV-4303 セレナ温・湿度計
P.42 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

LV-4304 セレナ温・湿度計
P.42 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

LV-4306 セレナ温・湿度計
P.42 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

LV-4601 リビ　温・湿度計
P.43 ¥1,500 (税込 ¥1,575)
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1,000円～

1,000円～

1,000円～

LV-4603 リビ　温・湿度計
P.43 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

LV-4604 リビ　温・湿度計
P.43 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

LV-4605 リビ　温・湿度計
P.43 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

LV-4606 リビ　温・湿度計
P.43 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

LV-4901 エルム温・湿度計
P.42 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

LV-4904 エルム温・湿度計
P.42 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

LV-4906 エルム温・湿度計
P.42 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

TG-2451 生活管理温・湿度計
P.36 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

TG-2456 生活管理温・湿度計
P.36 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

TG-6681 ガーデン・サーモ（防水・防塵温度計）
P.47 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

TM-2401 生活管理温・湿度計
P.35 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

TM-2412 生活管理温・湿度計
P.35 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

TM-2781 アキュート温・湿度計
P.34 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

TM-2782 アキュート温・湿度計
P.34 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

TM-2786 アキュート温・湿度計
P.34 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

1,000円～

TM-2870 生活管理温湿度計
P.37 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

TM-4721 シュクレ透肌温・湿度計
P.20 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

NEW

TM-4726 シュクレ透肌温・湿度計
P.20 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

NEW

TM-4711 素肌快適計（温度計・湿度計）
P.20 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

NEW

TM-4713 素肌快適計（温度計・湿度計）
P.20 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

NEW

1,000円～

TM-4714 素肌快適計（温度計・湿度計）
P.20 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

NEW

TM-4715 素肌快適計（温度計・湿度計）
P.20 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

NEW

TM-4716 素肌快適計（温度計・湿度計）
P.20 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

NEW

TM-5521 シュクレ温・湿度計
P.44 ¥1,500 (税込 ¥1,575)

TM-5526 シュクレ温・湿度計
P.44 ¥1,500 (税込 ¥1,575)



1,000円～

1,000円～
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TG-2205 棒状温度計
P.48 ¥1,450 (税込 ¥1,523)

TD-8241 クイックサーモ
P.48 ¥1,300 (税込 ¥1,365)

TD-8256

TM-2381 シュクレミニ温・湿度計
P.45 ¥1,300 (税込 ¥1,365)

TM-2386 シュクレミニ温・湿度計
P.45 ¥1,300 (税込 ¥1,365)

TG-2203 棒状温度計
P.48 ¥1,140 (税込 ¥1,197)

TG-5203 ぷかぷかラッコ〈浮型湯温計〉
P.38 ¥1,100 (税込 ¥1,155)

TG-2775 環境管理温度計「省エネさん」
P.19 ¥1,000 (税込 ¥1,050)

TG-6712 くらしのメモリー温・湿度計
P.46 ¥1,000 (税込 ¥1,050)

TG-6717 くらしのメモリー温・湿度計
P.46 ¥1,000 (税込 ¥1,050)

TG-5204 ぷかぷかラッコ〈浮型湯温計〉
P.38 ¥1,100 (税込 ¥1,155)

CM-6421 カゼ予防専用湿度計
P.40 ¥950 (税込 ¥998)

CM-6431 洋服ダンス専用湿度計
P.40 ¥950 (税込 ¥998)

400円～

CM-6441 押入れ専用湿度計
P.39 ¥950 (税込 ¥998)

CM-6454 ハムスター専用温度計
P.39 ¥950 (税込 ¥998)

CM-6464 赤ちゃん専用温度計
P.39 ¥950 (税込 ¥998)

400円～

TG-5164 ニコニコタイガー〈浮型湯温計〉
P.38 ¥900 (税込 ¥945)

TG-6631 くらしのメモリー温度計
P.46 ¥900 (税込 ¥945)

TM-5601 シュクレmidi温・湿度計
P.44 ¥800 (税込 ¥840)

TG-2210 棒状温度計　　メタルケース　３００
P.48 ¥720 (税込 ¥756)

TG-2211 棒状温度計　　メタルケース　１５０
P.48 ¥720 (税込 ¥756)

TM-5603 シュクレmidi温・湿度計
P.44 ¥800 (税込 ¥840)

TM-5604 シュクレmidi温・湿度計
P.44 ¥800 (税込 ¥840)

400円～

TG-5103 元気っ子〈吸盤付浮型湯温計〉
P.38 ¥700 (税込 ¥735)

TM-5606 シュクレmidi温・湿度計
P.44 ¥800 (税込 ¥840)

TG-5101 元気っ子〈吸盤付浮型湯温計〉
P.38 ¥700 (税込 ¥735)
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TG-5133 うきうきトリオ〈浮型湯温計〉
P.38 ¥700 (税込 ¥735)

TG-5146 うきうきトリオ〈浮型湯温計〉
P.38 ¥700 (税込 ¥735)

TG-5154うきうきトリオ〈浮型湯温計〉
P.38 ¥700 (税込 ¥735)

TG-2207 棒状温度計
P.48 ¥660 (税込 ¥693)

TG-6671 木製寒暖計
P.46 ¥650 (税込 ¥682)

LV-4701 リビ　温度計
P.42 ¥600 (税込 ¥630)

LV-4703 LV-4704

LV-4705 LV-4706

400円～

400円～

400円～

TG-2351 シュクレ温度計（スタンド付）
P.44 ¥600 (税込 ¥630)

TM-5609 Window Thermo（窓用室外温度計）
P.45 ¥600 (税込 ¥630)

TG-2201 棒状温度計
P.48 ¥580 (税込 ¥609)

TG-5131 ほっとバスタイム湯温計
P.38 ¥500 (税込 ¥525)

TG-6551 寒暖計（木製）
P.46 ¥500 (税込 ¥525)

TM-5807 冷凍・冷蔵庫用温度計
P.46 ¥500 (税込 ¥525)

TG-6641 マグネットサーモ
P.46 ¥470 (税込 ¥494)

TG-6643 グリーンリーフ温度計
P.47 ¥470 (税込 ¥494)

TG-6645 マグネットサーモ
P.46 ¥470 (税込 ¥494)

TG-2530 冷凍・冷蔵庫用温度計
P.46 ¥450 (税込 ¥473)

TG-2516 マグネットサーモ・ミニ
P.45 ¥400 (税込 ¥420)

TG-2526

TG-2531 冷凍・冷蔵庫用温度計
P.46 ¥400 (税込 ¥420)

TG-2356

400円～

品揃えは業界 No.1
家庭用温度計・湿度計・気象計の品揃えは業界No.１を誇ります。
「病気の予防や健康管理に」「家庭の省エネ対策に」「園芸用に」
「お洒落なインテリアに」そして「喜ばれる贈り物や記念品に」
と、幅広い品揃えでお客様のニーズに応えています。
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